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平成２６年 今金町総務厚生常任委員会 

 

平成２６年１２月１０日（水） 

 

〇議事日程 

  １ 委員長あいさつ 

  ２ 町長あいさつ 

  ３ 定例会提案案件の説明 

  ４ 各課説明事項について 

    １）総務財政課 

    ２）まちづくり推進課 

    ３）税務住民課 

    ４）保健福祉課 

    ５）介護老人保健施設 

    ６）国保病院 

  ５ 平成２６年度 所管事務調査について 

  ６ その他 

 

○出席委員（５名） 
委員長６番 上 村 義 雄 君   副委員長 ４番 加 藤 三 明 君 

 ５番 芳 賀 芳 夫 君        ８番 日 置 紳 一 君 
１０番 山 本   豊 君       （議長 徳 田 栄 邦 君） 

 
○欠席委員（０名） 
 
○出席説明員 
    町       長         外 崎 秀 人 君 

    副   町   長         清 水   寛 君 

    総 務 財 政 課 長         北 見 伸 夫 君 

 兼 選 管 書 記 長 

務 財 政 課 長 補 佐         岸   貴 之 君 

    まちづくり推進課長         山 田   薫 君 

    まちづくり推進課長補佐         山 田 哲 也 君 

    会 計 管 理 者 兼         西   勝 明 君 

    税 務 住 民 課 長 

    税務住民課長補佐         松 村 康 弘 君 

    税 務 住 民 課 主 幹         中 里 英 明 君 

    税 務 住 民 課 主 幹         北 見 由美子 君 
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    保 健 福 祉 課 長         成 田 光 康 君 

    保健福祉課長補佐         諸 戸 康 浩 君 

    保 健 福 祉 課 主 幹         山 田   薫 君 
    介護老人保健施設事務長         太田越 宜 晴 君 
    国 保 病 院 事 務 長         杉 山 輝 希 君 

    国 保 病 院 主 幹         川 崎 妙 子 君 

 
○出席事務局職員 
    議 会 事 務 局 長         柏 田 泰 明 君 
    議 会 事 務 局 係 長         中 川 真 希 君 
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開議 １３時２８分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（上村義雄君） 定刻より１、２分早いですけども全員そろいましたので、総

務厚生常任委員会を開会させていただきたいと思います。 

  早いもので１２月も残すところ２０日ちょっとという状況になりました。１２月の

定例会に向けての常任委員会でございます。皆さんのご意見をいただきながら、ご審

議いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（上村義雄君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちあいさつをお

願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） こんにちは。 

  １、２週間前までは今年の雪は遅いのではないかという話があった訳でありますけ

ども、一気にたぶんこの状況では根雪になるのかなという思いをする訳であります。

まだまだあと農業作業の後始末も終わられていないという方もいる訳でありますけ

ども、冬に向けた対応・対策を町としてもしっかりと取っていかなければいけないの

かなと思っている訳であります。 

  行政報告にも書きましたけども、衆議院議員の選挙が行われる訳でありましてこの

ことの結果をきちんと見据えながら、町としましても自治体の全てがそうであります

けども、制度・施策ということに基づく様々な動きが当然これからも出てくる訳であ

りますので、その辺を見据えながらこれからも対応して参りたいと考えているところ

であります。 

  何点か私の方から状況の報告をさせていただきたいと思います。 

  １点目は、懸案となっています道南ドクターヘリの進捗状況でありますが、平成２

７年２月１６日より運行開始を予定しているとの報告を受けております。 

今金関連といたしましては、救急車との合流地点を場内離着陸場というのですけど

も離着陸する場所、ランデブーポイントというのですけども８ヵ所今金町が候補地に

挙げられています。美利河のダムヘリポート、旧花石小学校のグラウンド、旧中里小

学校のグラウンド、種川小学校のグラウンド、旧金原小学校のグラウンド、旧八束小

学校のグラウンド、今金小学校前の町有地、神丘地区の防災緊急ヘリ給油施設、そし

て河川の事故に限るときの後志利別川の河川敷地であります。 

なお、この名簿に豊田の旧豊田小学校があるのではということで私の方で調べまし

たが、状況を調べてもらった結果の中では電線があると、支障物件があるということ

で降りることができないという判断を、今のところいただいているということであり

ます。このことと、日進もある訳でありますけども緊急の場合については直近のとこ

ろで行う、あるいは事故の状況に応じて考えていく。 
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加えてここで想定されるのは近隣町村とのランデブーポイント、豊田で言いますと

丹羽地区だとか愛知だとかとの兼ね合いを含めた中での対応というのはこれからな

るだろうと。まだようやくそういう方向性が出たというだけであります。 

しかしながら、この冬にスタートする訳でありますのでこの冬期間につきましては

神丘の地区の防災緊急ヘリ給油施設のみとなっております。 

なお、これに関わる２７年度から具体的に各自治体の負担金が示されている訳であ

りますけども、今、シミュレーションとして各町それぞれ少し数字が違うのですけど

も、たぶん２７年度今金町は８回くるだろうという想定を含めて今金町の負担金額が、

今、運行計画で２２２万円負担してくださいという数字が出ています。具体的ではな

いですけども、今、そういう状況まで来ているということの報告をさせていただきま

す。 

２点目は、この間議会には計画情報を提出しまして口頭で報告しているところであ

りますけども、せたな町大里地区の風力発電電力送電設備が今金町を経由する計画を

持っていることから、協力くださいとせたな町長及び株式会社ジェイウィンドせたな

から話を聞いているところであります。 

この間議会に提出している以上の進捗情報は私共には届いていなく、具体的な送電

位置図の市街地地区におきましては２路線で検討しているという話でありますので、

未だどちらに絞り込まれたかという情報も入っていません。事業者がそのための様々

な調査のために、計画地域でのあいさつだとか事業説明を地域の中でしている訳であ

りますけども、その中で今金町は既にもう許可しているあるいは了解ありきで進めて

いるのではということで、町の姿勢が問われている疑問を持たれている声も当然ある

ということで私も聞いておりますし、職員の方もそういう状況を聞いている訳であり

ます。 

加えて、町有地の利用も候補にあるということもこの間の最初の計画の中で議員さ

んに示した中にもラインがある訳でありますけども、それと住民の理解が十分得られ

るような進め方についても是非お願いしますという申し入れをこの間もしている訳

でありますけども、改めて早急に対応してくださいという申し入れを先般行いつつ、

今、申し上げた様々な要請についてもしているところであります。 

きょうの情報でありますけども、明日、事業者が来庁すると。内容は何か分かりま

せんけども、たぶん私としては想定するのは申し入れ書についての何かかなというこ

とを想定する訳でありますけども、これらにつきましてもまた情報を速やかに出して

いきたいと考えている訳であります。 

平成２６年度で計画を終えますところの、第６期の今金町の高齢者保健福祉計画、

介護保険事業計画、今金町地域福祉計画並びに今金町の第４期の障害者福祉計画の策

定に向けまして、去る１２月４日に第１回の今金町保健福祉総合計画策定委員会を開

催いたしまして、計画策定のための町長より諮問をいたしたところでございます。 

もう１点は、平成２５年３月の定例会に今金町新型インフルエンザ対策本部条例を

提案し議決をいただいたところでありますけども、４月１日より運用しこの間行動計
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画策定に取り組んで参りました。この１０月に計画がまとめられたことから、今議会

に報告をさせていただき、知事への報告手続きをこれからして参りたいと考えており

ます。インフルエンザに限らずワクチン等、予防接種等々につきましては対象者等へ

の周知徹底を図ると共に、各医療機関との連携を強化しながら本人確認の徹底などに

より接種事故の再発防止に努めて参りたいと思っております。 

１２月５日に２回目の今金橋架け替えの事業説明が開催されました。これも全議員

さんに共通することでございますので、私のあいさつに入れさせていただきました。 

説明会の資料を今回抜粋して提出しているところでありますけども、事業者の北海

道からの町民説明会も開催されてきている訳でありますけども、より具体的な事項が

少しずつ明らかになってきていることを踏まえ、協議と調整を図り早期完成に向けて

地元対応をして参りたいと思います。 

なお、この８日にも渡島振興局の小林副局長さんが担当でございますので、来庁し

まして事務協議にも様々来ていただいた訳でありますけども、その中で懸案となって、

今、工事も進めておりますところの田代川の改修がなかなか先が見えなかった訳であ

りますけども、平成３０年度完成を目途に進めたいという話を伺ったところでありま

す。 

この後につきましては各課長より提出議案について説明を行いますので、ご審議賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（上村義雄君） ただ今の出席委員は５名で、定足数に達しておりますので、

これより総務厚生常任委員会を開会いたします。 

  １２月定例会に提案予定の案件について副町長より説明があります。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） それでは説明いたします。 

  １２月定例会に提案を予定しています事案につきましては１５件であります。 

  その内訳につきましては、条例の一部改正をしようとするものが４件、指定管理者

の指定を行おうとするものが１件、地方自治法２８６条第１項の規定により構成市町

村議会の議決を求めるものが１件、町道路線の認定が１件、それと平成２６年度の一

般会計を始め各特別会計での補正予算が８件の１５件であります。 

  それでは各会計の補正予算につきましては、こののち所管課ごとに補正内容の説明

をいたしますので省略をさせていただき、議案１号から７号までの提案理由について

ご説明をいたします。 

  議案の第１号であります。今金町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてであります。平成２６年８月７日付で、人事院の給与勧告がされ

まして、一般職員の特別給、期末・勤勉手当が引き上げられることに伴いまして、町

長、副町長及び教育長の特別給を一般職員と同月数とすることについて、平成２６年
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１２月４日開催の今金町特別職報酬等審議会に諮問をいたしたところであります。同

日諮問どおりの答申がありましたので、所要の改正を行うため本条例の一部を改正し

ようとするものであります。 

  議案第２号、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定であります。

月例給、特別給、期末・勤勉手当でありますがそれと通勤手当について、平成２６年

８月７日付の人事院の勧告に基づく所要の改定を行うため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 

  議案第３号、今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでありま

す。出産育児一時金の支給について、健康保険法施行令第３６条の改正に伴い、平成

２７年１月１日以降の出産育児一時金について、本条例の第５条に規定しております

３９万円を４０万４，０００円とするため、条例の一部改正をしようとするものであ

ります。 

  議案第４号であります。今金町交流促進センターあったからんどの設置及び管理に

関する条例及び今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定でありますが、公衆浴場入浴料金の北海道統制額の内、大人料金が４２０

円から４４０円に改定されたことに伴い、当該施設の入浴料金について明年４月１日

から同様の改正をするため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第５号であります。今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定であり

ます。高齢者共同生活施設せせらぎについてでありますが、５年間の指定管理期間が

平成２６年で満了するためこの度公募を行いました。平成２７年以降の指定管理者の

指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づきまして議会の議決を

お願いしようとするものであります。 

  議案第６号であります。渡島・檜山地方税滞納整理機構の規約の変更についてであ

ります。渡島・檜山地方税滞納整理機構における構成議員選出方法につきましては、

現行６つの選挙区からそれぞれの選挙区より、各１名の議員の選出という方法で行っ

て参りましたが、渡島選挙区からは４名、檜山選挙区から２人の選出ということに変

更をすることとなっており、このことに伴う規約変更について厚生市町村議会の議決

をお願いしようとするものであります。 

  議案第７号、町道路線の認定についてであります。渡島半島横断道路の一部区間の

供用開始ということでありますが、花石から国縫までの横断道路につきましては既に

供用開始になっております。このことに伴いまして、国道２３０号線国縫道路の現道

が平成２６年度末の移管予定ということで合意に至ったということであります。この

具体の箇所につきましては、花石のジャンクションから旧メノウ橋を過ぎて宮島に至

るまで。それと美利河側では、大平さんのところから佐藤豊さんの前を通っていく道

路。それから国道を横断をして少し道路が残っている部分があります。この３つの部

分について宮島環状支線、宮島環状線、花石環状線という名称を付け、町道として認

定しようとするものでありますのでよろしくお願いします。 

  以上であります。どうぞよろしくお願いします。 
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〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  よろしいですか。 

  それでは、これより各課説明事項についてを議題といたします。 

  始めに、総務財政課より説明をお願いします。 

  総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 総務財政課、総務厚生常任委員会資料につきましては、

岸補佐より説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長補佐、岸君。 

〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） こんにちは。 

  私からは、総務財政課の提出資料に基づいて説明事項３件、報告事項１件からとな

ってございますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは１ページ目をお開きください。 

  説明事項の１点目でございますけども、議案第１号の今金町長及び副町長給与に関

する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

  条例の概要でございますけども、平成２６年８月７日付け、人事院の給与勧告がな

され、一般職員の特別給（期末・勤勉手当）が引き上げられることに伴い、町長、副

町長及び教育長の特別給（期末・勤勉手当）を一般職員と同月数とすることについて、

平成２６年１２月４日開催の今金町特別職報酬等審議会に諮問したところ、諮問どお

りの答申がありましたので、所要の改正を行うものでございます。 

  改正の内容としまして、特別給（期末・勤勉手当）の引き上げでございますけども、

原則、人事院勧告（職員の一時金）を基準としていることから、期末手当を引き上げ

るものでございます。現行３．９５月分を、改定後は４．１０月分、０．１５月分の

アップとなってございます。 

  下段の表をご覧ください。 

  今回の改正で６月期の期末手当は支給済みであることから、１２月期の期末手当を

０．１５月分アップし、２．２０月とし年間４．１０月とするものでございます。 

  平成２７年度につきましては年間月数は変わりませんが、６月の期末手当を０．０

７５月分アップし、１．９７５月に。１２月期の期末手当につきましても０．０７５

月分アップし、２．１２５月と改正するものでございます。 

  改正の実施時期は、平成２６年６月１日に遡求しての改定となるものでございます。 

  参考までにこれまでの給与月額の推移及び期末手当の推移を掲載しておりますの

で、後ほどお目通しをお願いしたいと思います。 

  続きまして、２ページ目をお開きください。 

  議案第２号でご提案しております、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例案についてご説明させていただきます。 

  条例の概要でございますけども、月例給、特別給（期末・勤勉手当）、通勤手当に

ついて、平成２６年８月７日付け、人事院の給与勧告の基づく所要の改定を行うもの
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でございます。 

  １点目は、月例給の引上げでございます。 

  内容といたしまして、民間給与との較差（０．２７％）を埋めるため、世代間の給

与配分の観点から若年層に重点を置きながら給料表を引き上げるものでございます。 

  ５ページ目、６ページ目の改正後給与表をご覧ください。 

  表が大変細かくなっているのですけども、引き上げ幅は２００円から２，０００円

の幅となってございます。 

  ２ページ目にお戻りください。 

  続きまして２点目は、特別給（期末・勤勉手当）の引上げでございます。 

  内容といたしまして、職員は現行３．９５月を、改定後４．１０月に。年間０．１

５月アップ。再任用職員は、現行２．１０月を、改定後２．１５月に。年間０．０５

月アップとなっております。 

  下段の表でございますけども、２６年度、職員につきましては６月期の期末・勤勉

手当は支給済みであることから、１２月期の勤勉手当を０．１５月分アップし、０．

８２５月に。再任用職員につきましては、１２月期の勤勉手当を０．０５月分アップ

し、０．３７５月に改定を行います。 

  また、年間の支給月数は変わりませんけども、２７年度、職員につきましては６月

期、１２月期の勤勉手当を０．０７５月分アップし、０．７５月に。再任用職員につ

きましては６月期、１２月期の勤勉手当を０．０２５月分アップし、０．３５月に改

定するものでございます。 

  ３点目は通勤手当の引上げでございます。 

  内容といたしまして、交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況を

踏まえ使用距離の区分に応じ１００円から７，１００円までの幅で引き上げる改正で、

下段の表が改正内容の一覧となってございます。 

  次ページをご覧ください。 

  ４点目は、寒冷地手当の改正でございます。 

  新たな気象データ（平成２４年９月）に発表された、メッシュ平年値２０１０に基

づき支給地域の見直しがされましたが、今金町の支給地域については現行どおり２級

値であるため改正の必要はございません。 

  最後になりますが、今回の人事院勧告に基づく改定の実施時期は平成２６年４月１

日に遡求しての改定となるものでございます。 

  続きまして、ここからは今回の人事院勧告で、平成２７年度４月１日から実施する

ように勧告された、給与制度の総合的見直しの概要をご説明させていただきます。 

  見直し理由でございますけども、次の課題に対応するため、給料表、諸手当の在り

方を含めた給与制度の総合的見直しを実施するものでございます。 

  民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し。

官民の給与差を踏まえた５０歳台後半層の水準の見直し。公務員組織の特性、円滑な

人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直しとなってございます。 
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  １点目の給料表の引き下げでございますけども、民間賃金水準の低い１２件を一つ

のグループとした場合の官民格差と全国の較差との率（２．１８ポイント（平成２４

年～２６年の平均値）を踏まえ、給料表水準を平均２％引き下げるもので、内容は、

１級（全号俸）及び２級の初任給に係る号俸は引き下げしない。３級以上の級の高位

号俸５０歳台後半層における官民の給与差を考慮して最大４％引き下げ。４０歳台や

５０歳台後半層の勤務成績に応じた昇給機会の確保の観点から、５級と６級に号俸を

増設する改正となってございます。 

  ２点目の地域手当の改正でございますけども、級地区分を１区分増設。給料水準の

引き下げに合わせ支給割合を見直しいたします。今金町に在住している職員は地域手

当の支給はございません。道内では札幌市が該当するが改正はなしで、引き続き３％

となってございます。 

  ３点目は、広域異動手当の引上げで、円滑な異動及び適切な人材配置の確保のため、

広域的な移動を行う職員の給与水準の確保。異動前後の官署間の距離区分に応じて３

００ｋｍ以上１０％（現行６％）、６０ｋｍ以上３００ｋｍ未満は５％（現行３％）

に引き上げるものですが、今金町はこの制度がございません。 

  ４点目の、単身赴任手当の引上げと再任用職員に対する手当の支給につきましては、

公務が民間を下回っている状況等を踏まえ、基礎額３万円（現行２万３，０００円）

に引上げ。加算額（現行年間９回の帰宅回数相当）を年間１２回相当額に引上げ、限

度額を７万円といたします。 

次に、遠距離異動に伴う経済的負担の実情等を踏まえ、交通距離の区分を２区分増

設いたします。 

  また、転居を伴う異動をする職員の増加と民間の支給状況等を踏まえ再任用職員に

単身赴任手当を支給するものでございます。 

  ５点目は、管理職員特別勤務手当の引上げでございます。こちらは災害への対応等

の臨時・緊急の必要にやむを得ず平日深夜（午前０時から５時までの間）に勤務した

場合、勤務１回につき６，０００円を超えない範囲内の規則に定める額を支給する改

正でございます。 

  次ページをお開きください。 

  最後に、給与制度の総合的見直しの実施時期と経過措置等についてでございます。 

  １点目、平成２７年４月１日に引き下げ後の給与表に切り替わります。 

  ２点目は、単身赴任手当の基礎額の月額の特例措置については、平成２７年４月１

日から平成３０年３月３１日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額につい

ては、３万円を超えない範囲で規則で定める額とするものでございます。 

  ３点目の激変緩和のための経過措置（３年間の現給保障）ということで、平成２７

年４月改定後の給料表の適用の日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き同

一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けてい

た給料月額に達していないこととなる者は、平成３０年３月３１日までの間、給料月

額のほか、その差額に相当する額を給料として支給するものでございます。 
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  これらの改正につきましては、今後職員組合との合意が得られるよう協議し、適切

な時期に改正案をお示しする予定でございます。 

  続きまして７ページをお開きください。 

  ７ページからは平成２６年度一般会計補正予算第６号の概要についてご説明いた

します。 

  一般会計補正予算第６号について、補正前の額５３億７，４８万４，０００円、補

正額３７万３，０００円を減額し、補正後の額を５３億７，０１１万１，０００円と

するものでございます。 

  右側の表をご覧ください。 

  今回の補正に係る財源内訳といたしまして、減債基金において８，０００万円の減

額、備荒資金支消交付金において１億７，３３５万１，０００円の減額となってござ

います。 

  次に、一般会計補正予算第６号の歳入歳出一覧についてでございますけれども、各

項目の追加・減額については主な内容の説明とさせていただきます。 

  歳入ですけれども中段にあります、地方交付税２億３，３５６万１，０００円の追

加は、普通地方交付税による追加でございます。国庫支出金１，１８８万２，０００

円の減額は、道路橋りょう費補助金において社会資本整備総合交付金の減額が主なも

のでございます。道支出金４３８万５，０００円の追加は、総務管理費補助金におい

て地域づくり総合交付金の追加、選挙費委託金において北海道知事・道議会議員選挙

委託金の追加が主なものでございます。繰入金９，８２９万円の減額は、減債基金繰

入金及び公共施設整備基金繰入金の減額が主なものでございます。諸収入１億３，６

２０万６，０００円の減額は、北海道備考資金組合積立金支消交付金の減額が主なも

のでございます。町債８６０万円の追加は、総務費において旧美利河小学校改修事業

債の追加、商工債においてプレミアム商品券発行事業債の追加が主なものでございま

す。 

  続いて右側の歳出でございますけれども、総務費において９６０万３，０００円の

追加は一般管理費において職員手当等の追加、北海道知事・道議会議員選挙費におい

て関連予算の追加が主なものでございます。民生費１，３０４万２，０００円の追加

は、社会福祉総務費において国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の追加、障がい者

特別対策費において障がい者訓練等給付費扶助費の追加、就学前子育て支援施設支援

費において今金町小百合保育園措置児童扶助費の追加が主なものでございます。衛生

費４５７万２，０００円の追加は、保健衛生総務費において国民健康保険特別会計施

設勘定繰出金の追加が主なものでございます。農林水産業費２，１３５万円の減額は、

林業振興費において森林整備地域活動支援交付金の減額、造林事業費において造林工

事費の減額が主なものでございます。商工費３，７２１万２，０００円の追加は、観

光費において今金町観光施設指定管理料の追加が主なものでございます。土木費５，

００４万円の減額は道路維持費において雪寒機械購入費の減額、道路新設改良費にお

いて各交付金工事の減額が主なものでございます。教育費４３０万７，０００円の追
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加は、事務局費において職員手当の追加、小学校・中学校の学校管理費において燃料

費の追加が主なものでございます。 

  次に８ページをお開きください。 

  ８ページ目でございますけれども、一般会計補正予算第６号の総務財政課所管概要

についてでございます。 

  歳入でございますが、９款地方交付税、１目地方交付税において２億３，３５６万

１，０００円の追加は、普通地方交付税で今回の補正予算に伴う財源調整でございま

す。１３款国庫支出金、５目総務費国庫補助金１，５９８万７，０００円の追加は、

がんばる地域交付金で国の経済対策によるものでございます。のちほど報告事項で詳

細をご説明させていただきます。１４款道支出金、１目総務費委託金２３２万６，０

００円の追加は、平成２７年４月１２日に執行される北海道知事・道議会議員選挙費

委託金で今年度内に事務が開始されることに伴うものでございます。１５款財産収入、

２目利子及び配当金５万６，０００円の追加は、財政調整基金利子で３万９，０００

円、株式配当基金で１万７，０００円の追加でございます。同じく１５款財産収入に

おいて、２目物品売払収入３８万７，０００円の追加は、今年度の雪寒機械購入に伴

い、従前から所有していた平成８年購入のタイヤドーザー１台の物品売払収入でござ

います。１６款寄附金、１目一般寄附金６７万５，０００円の追加は、一般寄附金で

ふるさと納税２３件分の追加でございます。１７款繰入金、２目減債基金繰入金８，

０００万円の減額は、減債基金繰入金で今回の補正予算に伴う財源調整でございます。

３目公共施設整備基金繰入金２，０００万円の減額は、公共施設整備基金繰入金で交

付金充当による減額でございます。１９款諸収入、２目雑入１億７，３３５万１，０

００円の減額は、北海道備考資金組合積立金支消交付金でこちらも今回の補正予算に

伴う財源調整でございます。２０款町債、２目総務費１，９００万円の追加は、旧美

利河小学校改修事業債で過疎債充当事業による調整でございます。３目衛生債７００

万円の減額は、患者輸送バス購入事業債で事業費の変更に伴う減額でございます。 

  次ページをお開きください。 

  ２０款町債、４目農林水産業債において８０万円の減額は、林道専用道稲穂支線開

設事業債において事業費の変更に伴う減額となってございます。５目商工債２，０２

０万円の追加は、住宅リフォーム助成事業債において１，０７０万円、プレミアム商

品券発行事業債で９５０万円、これは過疎債充当事業による調整のための追加となっ

てございます。６目土木債２，２８０万円の減額は、雪寒機械購入事業債で３３０万

円の減額、中央通線交付金事業債で９６０万円の減額、神岡１０号線交付金事業債で

６５０万円の減額、奥沢橋外長寿命化修繕交付金事業債で３４０万円の減額、いずれ

も交付金事業費の変更に伴う減額となってございます。 

  続きまして歳入でございますけれども、２款総務費、１目一般管理費、給料におい

て６９万２，０００円の減額は、主事給４７万５，０００円の追加、主事補給１２万

円の追加、技師給６万１，０００円の追加、技師補給２万４，０００円の追加、保健

師給８万６，０００円の追加、栄養士給２万２，０００円の追加、社会福祉士給１５
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０万２，０００円の減額、教諭給６，０００円の追加、保育士給８，０００円の追加、

公務補給１万３，０００円の追加、準職員給１万５，０００円の追加は、職員の退職

等を含む実績精査による減額及び平成２６年度人事院勧告に伴う給与改定による追

加となってございます。職員手当等において３９０万１，０００円の追加は、扶養手

当３万４，０００円の減額、期末手当７万７，０００円の追加、勤勉手当２８８万９，

０００円の追加、寒冷地手当６万５，０００円の追加、申し訳ございません、内訳は

このとおりとなってございます。給料と同じくこちらも実績精査による減額及び給料

改定による追加となってございます。共済費において３５万７，０００円の追加は、

こちらも実績精査による減額及び給料改定による追加となってございます。 

  次ページをご覧ください。 

  同じく２款総務費、賃金において１４万２，０００円の減額は、臨時事務員賃金で

北海道知事・道議会議員選挙費への支出科目変更による減額となってございます。使

用料及び賃借料において３万５，０００円の追加は、自動車借上料でこちらはタクシ

ー利用料でございます。こちらはせたな町で開催された諸会議・総会が例年に比べ多

かったことからの実績精査及び今後の見込みによる追加となってございます。３目財

政管理費、需用費において９０万２，０００円の追加は、消耗品費で印刷機のトナー

やコピー機のカウンター料で、補助事業・交付金事業に係る事務費調整分となってご

ざいます。５目財産管理費、需用費において１９万２，０００円の追加は、光熱水費

で主に役場庁舎の電気料金値上げ及び実績精査による追加でございます。１０目財政

調整基金費、積立金において３万９，０００円の追加は、利子追加分となってござい

ます。１５目諸費において、負担金及び交付金において１２万７，０００円の追加は、

北海道職員赴任旅費負担金でございます。２款総務費、４項選挙費において、１目選

挙管理委員会費において、給料において３万３，０００円の追加は、給料改定による

追加でございます。職員手当等において１２万８，０００円の追加は、こちらも給料

改定による追加でございます。共済費において２万７，０００円の追加は、同じく給

料改定による追加となってございます。２款総務費、４目北海道知事・道議会議員選

挙費、職員手当において５４万４，０００円の追加、賃金において２５万２，０００

円の追加、報償費において２８万２，０００円の追加、旅費において７万４，０００

円の追加、需用費において２５万４，０００円の追加、役務費において３６万４，０

００円の追加、委託料において４４万１，０００円の追加、使用量及び賃借料におい

て９０万４，０００円の追加は、いずれも平成２７年４月１２日に執行される北海道

知事・道議会議員選挙において、今年度内の事務開始に伴う予算の追加でございます。 

  次ページをご覧ください。 

  ８款土木費、１目住宅管理費、委託料において１２９万６，０００円の減額は、町

営住宅等住宅料システムデータ抽出業務委託料の減額で、こちらは当初旧システムか

ら新システムへ電算会社の移行時に発生する見込みでしたけれども、職員自らデータ

を抽出し加工を行ったことから執行の見込みがなくなったことによる減額でござい

ます。工事請負費において３３万４，０００円の減額は、南団地町営住宅屋根塗装工
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事外で執行残となってございます。 

  続きまして、一般会計補正予算第６号の総務財政課所管繰越明許費についてでござ

います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、事業名、役場庁舎外壁改修事業で３，０００万円を

翌年に繰り越すものでございます。 

  内容といたしましては、役場庁舎外壁工事について、１２月中旬を工期として９月

に指名入札を予定しましたが、人手不足等で工期内完成が困難などの理由により入札

辞退となり、つきましては冬季工事となることなどを考慮し予算を２７年度に繰り越

しし、事務執行するものでございます。 

  １４ページ目をご覧ください。 

  １４ページからは報告事項となっております。がんばる地域交付金についてご説明

させていただきます。 

  まず、概要についてでございますけれども、「好循環実現のための経済対策」（平成

２５年１２月５日閣議決定）による公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図り、

景気回復が波及していない財政力の弱い市町村が、事業を円滑に実施することができ

るよう、市町村が作成したがんばる地域交付金（地域活性化・効果実感臨時交付金）

実施計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、地域

の活性化を図ることを目的として創立されたものでございます。 

  交付限度額の算定でございますけれども、国の平成２５年度補正予算第１号に計上

された公共事業及び施設費の地方負担額を基礎とし、当該市町村の財政力等を勘案し

た調整を加えて交付金予算額の範囲内で算定されるもので、今金町の交付限度額は１，

５９８万７，０００円（交付率３５．９％）となってございます。 

  交付対象事業といたしましては、がんばる地方交付金実施計画を作成する市町村が、

実施計画に基づき実施する事業で、次に挙げる２つの事業がございます。 

  まず、国の補助事業ですけども、法令に国の補助負担割合が想定されていない国の

平成２５年度補正予算（第１号）に計上された事業又は平成２６年度当初予算に計上

された事業の一部となってございます。 

  続きまして地方単独事業ですけれども、平成２５年１２月６日以降に実施計画作成

市町村の平成２５年度予算又は平成２６年度予算に計上され実施される事業のうち、

建設地方債発行対象事業等を実施する事業の財源とするもので、今金町のがんばる地

域交付金はこちらの地方単独事業に該当いたします。 

  今回の交付金充当予定の事業といたしまして、あったからんど内装改修事業に充当

予定額といたしまして１，５９８万７，０００円を予定しております。 

  以上、総務財政課の説明及び報告とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  よろしいですか。 
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  ないようですので以上で、総務財政課の質疑を終わります。 

  次に、まちづくり推進課より説明をお願いいたします。 

  まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） まちづくり推進課から提出しております、総務

厚生常任委員会資料につきましては、山田補佐より説明させますのでよろしくお願い

します。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長補佐、山田君。 

〇まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） こんにちは。 

  私の方からは、まず説明事項１、今金町交流促進センターあったからんどの設置及

び管理に関する条例及び今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例案の内容についてご説明いたします。 

  まず、資料１ページをご覧ください。 

  改正の理由につきましては、北海道では公衆浴場法施行条例を制定し公衆浴場入浴

料金の統制額を定めておりますが、この度、北海道の経済状況や道内入浴施設の経営

自治体調査を基に審議され、それまで大人４２０円であった統制額を、本年８月１日

に改定し４４０円となったところでございます。北海道公衆浴場入浴料金に係る物価

統制額の改定は平成２０年以来６年ぶりであります。 

  この統制額改定を受け、本町においても大人の入浴料１回券を４２０円のところを

４４０円に。また大人の回数券を４，２００円のところを４，４００円に改めようと

するもので、あったからんど及び種川温泉休憩所共に同じ改正内容であります。 

  また、６歳以上１２歳未満の中人１４０円、６歳未満の小人７０円につきましては

料金改定はございません。 

  周知期間につきましては、議決をいただいた日から平成２７年３月３１日までとし、

施行については平成２７年４月１日からとしております。 

  ２ページにつきましては、新旧対照表となっておりますのでのちほどご覧ください。 

  次に、説明事項２、平成２６年度一般会計補正予算第６号まちづくり推進課所管分

の概要についてご説明いたします。資料３ページをご覧ください。 

  まず歳入です。１２款使用料及び手数料で１３８万３，０００円の減額は、あった

からんど利用料です。これは７月から８月上旬にかけて実施した内装工事により、休

館としていた期間の利用料の減額です。１４款道支出金、２項道補助金で１，１９６

万５，０００円の追加は、電源立地地域対策交付金で１５１万３，０００円の追加、

消費者行政活性化交付金で１４万８，０００円の減額、地域づくり総合交付金で１，

０６０万円の追加です。いずれも交付金の確定または内示があったことによるもので

す。同じく３項委託金で７万２，０００円の追加は、国勢調査調査区設定委託金で４

万円の減額、経済センサス基礎調査委託金で１１万５，０００円の追加、農林業セン

サス委託金で３，０００円の減額です。いずれも交付額が確定したことによるもので

す。 

  ４ページをご覧ください。 
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  １５款財産収入で２万４，０００円の追加は、生活交通路線確保対策基金利子です。

これは基金利子が当初の見込みより増えたことによるものです。１７款繰入金で１７

１万円の追加は、生活交通路線確保対策基金繰入金です。これはこの基金を活用し実

施している通学定期運賃補助事業と、路線維持運営費欠損額補助事業の歳出の増額が

見込まれることから追加しようとするものです。１９款諸収入で２５０万円の追加は、

コミュニティ助成事業助成金です。これは今金狩場太鼓保存会が実施する太鼓整備事

業が採択となったことから追加しようとするものです。 

  続いて歳出です。５ページをご覧ください。 

  ６目企画費で４６９万円の減額は、賃金で７万７，０００円の減額、役務費で６３

万８，０００円の減額、委託料で１９２万７，０００円の減額、負担金及び交付金で

２０７万２，０００円の減額、積立金で２万４，０００円の追加です。主な内容は高

齢者交通料金助成事業、地域公共交通調査事業、通学定期運賃補助事業、そして路線

維持運営費欠損額補助事業など、各事業の実績と見込みによる精査となっております。

７目住民活動推進費で３０９万４，０００円の追加は、需用費で８万１，０００円の

追加、原材料費で１６万２，０００円の減額、負担金補助及び交付金で２５０万円の

追加、積立金で６７万５，０００円の追加です。主な内容はコミュニティ助成事業補

助金２５０万円の追加で、歳入にもありましたとおり太鼓整備事業が採択となったこ

とから追加しようとするものであります。 

  次に６ページをご覧ください。 

  ８目交通安全対策費で７，０００円の追加、１２目生活改善センター等費で７６万

円の追加、１３目町民センター費で５万１，０００円の追加は、それぞれ電気料金の

値上げに伴う追加が主なものであります。１目統計調査総務費で９万３，０００円の

追加は、報酬で３万１，０００円の追加、賃金で６万６，０００円の追加、報償費で

８，０００円の減額、需用費で６万６，０００円の追加、役務費で５万２，０００円

の減額です。内容は経済センサス基礎調査など、それぞれの調査において交付額が決

定したことに伴う追加または減額です。 

  次に７ページをご覧ください。 

  ３目環境衛生費で１９万２，０００円の追加は、やすらぎ苑の電気料金値上げに伴

う追加です。６目公衆浴場費で１３０万２，０００円の減額は、委託料で１９万２，

０００円の減額、工事請負費で１１１万円の減額です。各項目において事業実施に伴

う執行残となっております。９款消防費、１目常備消防費はのちほど消防署佐々木次

長から説明いたします。２目防災費で１９万円の減額は、防災用車両購入に伴う執行

残です。 

  以上で、補正予算まちづくり推進課所管分の概要についての説明を終わります。 

  続きまして、報告事項１、今金・せたな風力送電線計画についてであります。資料

８ページをご覧ください。 

  この件に関しましては、９月の合同委員会にて概要を説明しておりますが、その後

計画されている旧国鉄瀬棚線跡地沿線の型に、事業者より事業概要の趣旨や送電線の
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設置などについての考えを示し意見を聞いておりますが、今金町としても町民生活の

不安などを解消するため、本事業計画の事業者に対して９ページの内容で計画に対す

る申し入れを行っていることをご報告させていただきます。 

  また、この資料については先の自治会・町内会回覧にて住民周知をしておりますこ

とをあわせてご報告いたします。 

  今後も情報が入り次第、報告させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、方向事項２、南北海道定住自立圏共生ビジョンについてであります。 

  本共生ビジョンは定住自立圏形成協定に基づき、関係市町村が連携して推進する具

体的な取り組み内容を明らかにするもので、生活機能の強化を図る分野、結びつきや

ネットワークの強化を図る分野、人材育成や人的交流を図る分野の３つの分野の連携

項目の概要がまとまりましたので、別添のとおりご報告いたします。のちほどご覧い

ただきたいと思います。 

  以上で、まちづくり推進課の説明を報告を終わります。 

  次に、消防署佐々木次長から補正予算の説明をいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 消防署次長、佐々木君。 

〇今金消防署次長（佐々木裕市君） 山田補佐より説明がありました、９款消防費の檜

山広域行政組合負担金１９２万８，０００円の追加について、内容説明をいたします。

７ページをお開きください。 

  消防署経費において１９２万８，０００円の追加は、人事院勧告による改正に伴う

人件費が主なものでありますが、需用費において６万８，０００円の追加は、修繕料

で油圧救助器具の油圧のホースの一部が損傷したためのものであります。 

  続いて、備品購入費において３万５，０００円の追加は、出動用備品で先ほど町長

からの報告にもありましたとおり、平成２７年２月１６日よりドクターヘリが運行さ

れることに伴い、地上支援隊とドクターヘリとの無線通信においてランデブーポイン

トの風向と現在の状況を連絡するようになっているため、今回風速計を計上いたしま

した。なお、風向につきましては既存の吹き流しがございますのでそちらで対応可能

となっております。 

  以上で、消防署関係の補正予算の説明を終わりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 山本です。 

  今、それぞれご説明があった訳ですけども、あったからんどの出るお湯の温度が下

がるという話がありました。これを拝見しますと井戸坑内の検査をされたようですが、

その中身についてどういう結果が得られたのか、今、分かればお知らせを願えればと

思うのですが。 
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〇委員長（上村義雄君） 課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） ９月定例会の常任委員会の資料にも報告させて

いただきましたが、実施検査日は７月１５日におこなっております。井戸内のパイプ

内のさびですとか、腐食ですとか、穴の状況ですとかいろいろな調査をさせていただ

きまして、結果は井戸内のパイプのところに穴が開いていることは以前から知ってい

たのですが、そちらの方がまだ開いている状況でそこから差し水が入っていたりとか、

そこから地層の泥水が入ってきて、井戸内が少し汚れている状況だという報告を受け

ておりますし、井戸に設置しておりますポンプ自体も引き上げてみるとポンプ内に泥

が入っているということで、最大能力のポンプの能力には少し落ちるという形になっ

ていますので、今後においてはいろいろな井戸内の状況を見ながら対応策を検討して

参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 以前、町長からあの線源についての扱い方についていろいろ

な仮の提案がありました。結果としてそれらのことが、精査されたことが原因として

どのようなことが考えられるのか、言える範囲で、まだそれらについて言うのは不遜

かもしれませんが、方向性についてはどのようなことをお考えになられているのか、

そのことについてお知らせを願えればと思います。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） ９月の定例会の常任委員会のときにも、副町長

の方から答弁があったとおりなのですが、まだまだこの井戸にしては使い道があると

いう、今の判断でありますが、将来的には井戸の清掃なり活用するなりの判断になる

か、また新しい井戸を掘るのかそれと違った温泉原を廃止して沸かし水で行うのかと

いう３パターンほどの議論がなされるかと思いますが、まだそのテーブルに乗った訳

でもございませんので現状といたしましては、今の井戸を活用しながらあったからん

どの運営をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） くどいようですが、何度も聞いて悪いと思いますが、結論で

言うと温泉の性質を持った成分が、あまり効力がない泉質に変わってきたということ

だというふうに理解をするのです。それぞれ、今テーブルに上がっていないという話

を聞いて、しかしながら３つの選択肢を考えているというふうにお伺いをしました。

このことを町民が９月定例会のときの話もあったものですから、心配をなさっていま

す。公衆浴場になってしまうのか、あるいは泉質の北海道で１、２を争ったという塩

分の多いあったからんどのお湯の泉質をどうするのかという声が、それぞれ聞こえて

きます。あまり遅くならないうちに、方向付けを出されることの方が良いのかなとい

う思いがあるのですね。 

  今金はもちろん３本の温泉がある訳ですから、それぞれどのように活用するかとい

うのはもちろんまちの執行者の考えることですが、多くの町民の意見も聴しながらそ
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のことの方向付けをしていかなければ、将来はまたせっかくあったものがどうだとか、

単純な泉質のものでどうなのかという話も、また議論の１つになろうかと思うのです

ね。今、分かった段階で、以前聞きました泉量がどうだとか少ないから上げるとか下

げるとか、その場合の現状においての泉質の具合というのはどうなのか。それからそ

れはどのくらい現行のままで使えるのか、もちろんポンプの改修だとかあるいは取替

ということもあるのでしょうけども、それらのことについても一定の見通しを付けな

がら、この３つの選択肢をというふうにしなければ話が進んでいかないと思う。理事

者側が一定を提案するというのはもちろん良いのですけども、今、このような現況で

すということをあらかじめ町民にお知らせをしておきながら、その議論を深めるとい

うことがより有効だというふうに思うのですね。そこら辺の考え方というのは基本的

にもうまとまっているのでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 確かにさし水が入っているというふうに結果が

出ておりますから、温泉成分の方には影響が多少あるかと思いますが、平成１９年の

温泉法の改正がありまして、１０年ごとに温泉の成分を分析しなさいと義務化がされ

ておりました。あったからんどにおきましては、平成２１年度に実施しております。

５年を経過をしておりますので、その結果がどうかということもありますけどもその

３つの選択肢を選択する場合には、またその温泉成分の分析も必要であろうかと思い

ますが、その内容の検査にも費用がかかりますのでそれは財政当局と、また町長、副

町長とも相談しながら今後に向けて検討して参りたいと思っております。 

〇１０番（山本 豊君） 今、やったことに関してはどういうことが分かったのかとい

うこと。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 検査ですか。 

  検査はですね、まずポンプを入れてあります井戸の揚湯管というものがありますけ

ども、その管の状況を確認する検査でございます。それはどの地点にどれだけのさび

があるのかとか、不純物が付いているだとか、穴が開いて不純物が侵入しているだと

かそういう検査でございますので、温泉の成分自体の検査はしておりません。 

〇１０番（山本 豊君） どこら辺でどういうふうになっていて、今、汲み上げている

泉質が途中で詰まっているのかあるいは揚湯管に入っていかないのか、それから何メ

ートルくらいで破れて水が入っているのか、そこら辺を知りたいのだけども。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 管の検査は奥まで検査をしておりますけども、

温泉の成分がどこら辺で薄まっているとか、温泉の成分がどこで濃いとか薄いとかと

いうのは検査はしていませんけども、今、ポンプ自体は地上から２４０メートル付近

に設置しております。それ以上入れますと、今度はポンプ自体の容量も大きくなりま

すし、その奥から汲み上げてくる力が非常に強いため地上にあるポンプの機材に支障

があるということで、あまり下にも設置できないというふうに業者からの判断もいた

だいておりますので、安定的に温泉の原泉を汲み上げる位置というのは、今、現在設

置しております２４０メートル付近にあるということで、ご理解をいただきたいと思
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います。 

〇委員長（上村義雄君） それから２１年に温泉の泉質検査を実施したという部分で、

大きな差はないのでしょう。当時の２１年に実施した中では、温泉の成分の変化とい

うのは、大きく変わっていないということで良いのですね。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 温泉という基準の範囲内に入る成分が入ってい

るということになっております。 

〇委員長（上村義雄君） 他の方居ませんか。 

  日置委員。 

〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。 

  送電線のことでちょっとお聞かせいただきたいのですけども。 

  先ほど町長からもお話がありましたけども、沿線の方の説明会がありましたよね。

このときに役場からも誰か出ていたのでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） まちづくり推進課からは、私と係長１名と総務

財政課長の３名出席しております。 

  場所は種川地区の構造改善センターで行われました。 

〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 

〇８番（日置紳一君） そうしたら神丘の方へは行っていないのですか。 

  実は、先ほど町長もそういうことを言っておられましたけども、こういう説明会が

あったということは私たちは全然分からないのですよね。だからこういうのは町民の

方々からそういう説明があったのだけども、あなた方は知っていますかと言われた場

合に、少し答弁に困るのでもし出席するような話なのだったら事前に知らせてほしか

たというふうに思っています。もう終わったことですけども。今後何かあったら早め

にお願いします。 

〇委員長（上村義雄君） 町づくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 補佐の説明にもありましたとおり、今後も情報

が入り次第議員の皆様そして町民の皆様に、情報の提供に努めて参りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  ないようですので以上で、まちづくり推進課の質疑を終わります。 

  ２時５０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時４０分 

 

開議 １４時５０分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  次に、税務住民課より説明をお願いいたします。 
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  税務住民課長、西君。 

〇税務住民課長（西 勝明君） 税務住民課からは、説明事項２件、報告事項１件を提

出資料に基づきまして、松村補佐より説明いたしますのでよろしくお願いします。 

〇委員長（上村義雄君） 税務住民課長補佐、松村君。 

〇税務住民課長補佐（松村康弘君） 税務住民課からは説明事項として、渡島・檜山地

方税滞納整理機構規約の変更について、平成２６年度一般会計補正予算第６号の概要

についての２件。 

  報告事項では、平成２６年１０月末現在の町税等収入状況についてを報告説明しま

す。 

  まず１ページをご覧ください。 

  渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について。 

  渡島・桧山地方税滞納整理機構において、構成議員選出方法について現行６選挙区

それぞれの選挙区より各１人の選出方法を、渡島選挙区から４人、檜山選挙区から２

人選出に変更することに伴い同機構規約の一部の変更について、地方自治法第２８６

条第１項の規定に基づき、構成市町村議会の議決をお願いするものであります。 

  規約の変更理由でありますが、議員選出方法について、少ない市・町で構成される

選挙区では、その選挙区内で機構管理者または副管理者が選出されると、必然的に管

理者または副管理者以外の市・町からの議員が選出となり、各選挙区で役職占有割合

の不均衡が生じているためで、この不均衡を解消しより広い見地から議員選出がなさ

れることを目的とするものでありますので、よろしくお願いします。 

  次に、２ページをご覧ください。 

  平成２６年度一般会計補正予算第６号税務住民課所管の概要について説明します。 

  歳入から。民生費委託金、社会福祉費委託金において、国民年金事務費交付金につ

いて、当初予算において年金生活者支援給付金支給準備市町村事務交付金の交付要項

が未定であったことから、国民年金事務費交付金の中で一本化で予算計上したところ

であります。今回、交付要項が定められ収入項目の明確が必要になりましたのでこの

度、国民年金事務費交付金２８万６，０００円を減額し、項目を分けて年金生活者支

援給付金支給準備市町村事務交付金２８万６，０００円を追加計上するものです。過

年度収入、総務費負担金過年度収入で９万３，０００円の追加は、渡島・檜山地方税

滞納整理機構負担金の前年度精算した還付金であります。 

  歳出は、賦課徴収費、委託金で５４万円の追加は、軽自動車税システム改修業務委

託で平成２６年度税制改正に係るシステム改修による追加であります。 

  以上で説明事項を終わります。 

  ３ページ目をご覧ください。 

  平成２６年１０月末現在の町税等収入状況について説明します。 

  普通税（１）から各税目ごとに、現年、滞繰をあわせた収入済額と収納率について

説明いたします。 

  個人住民税につきましては、収入済額１億１，０１２万６，１０７円、収納率は５
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６．６７％であります。普通徴収については１２月１期分、特別徴収については１１

月以降がまだ未到来となっております。 

  法人町民税につきましては、収入済額１，４７１万９，６００円、収納率は９８．

４５％であります。 

  固定資産税については、国有資産等交付金を含めた収入済額１億７，１１８万１，

４５３円、収納率は６９．９４％であります。 

  軽自動車税につきましては、収入済額１，１５２万９．７００円、収納率は９７．

０４％であります。 

  特別土地保有税につきましては、収入済額はありません。 

  現年分計といたしまして、収入済額３億６３４万９，４２６円、収納率は６８．７

０％であります。 

  滞納分計といたしまして、収入済額１２０万７，４３４円、収納率は６．０２％で

あります。 

  普通税（１）の合計といたしましては、収入済額３億７５５万６，８６０円、収納

率は６６．００％であります。 

  続いて普通税（２）について申し上げます。 

  町たばこ税につきましては、収入済額２，７７５万６，１８３円。入湯税につきま

しては、収入済額１１１万２，０００円であります。 

  続いて税外について申し上げます。 

  公営住宅使用料につきましては、収入済額３，２７１万７，９４９円、収納率は５

０．５７％であります。 

  貸地・貸家料につきましては、収入済額１，３２０万７，５５３円、収納率は６６．

７７％であります。 

  国民健康保険税について申し上げます。 

  国民健康保険税全体といたしましては、収入済額１億２，３３５万９，７４３円、

収納率は４２．８３％であります。 

  １０月末４期分までとしておりますので、納期はあと２期分があります。 

  内訳といたしましては、一般収入済額１億１，８０２万８，８３６円、収納率は４

２．２４％であります。 

  退職につきましては、収入済額５３３万９０７円、収納率は６２．００％でありま

す。 

  現年分の計につきましては、収入済額１億１，９８９万８，９４０円、収納率は５

１．３６％であります。 

  滞納分の計につきましては、収入済額３４６万８０３円、収納率は６．３４％であ

ります。 

  以上、平成２６年１０月末の町税等収納状況です。 

  以上で税務住民課からの説明を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 
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  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  ないようですので以上で、税務住民課の質疑を終わります。 

  次に、保健福祉課より説明をお願いしたします。 

  保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 常任委員会資料の説明の前に、始めに私から１１月下

旬に発送いたしました、福祉灯油購入権券の綴りに誤りがあり現在回収作業を進めて

おりますので、この件について口頭でご報告させていただきます。 

  福祉灯油購入券につきましては、本来は１８リットル１０枚と２０リットル１枚の

セットで、全部で１１枚綴りの計２００リットルとなっておりますが、今回発送いた

しました福祉灯油購入券が１８リットル１１枚と１枚多く、全部で１２枚綴りの計２

１８リットルとなっていることが、取扱店からの連絡により判明いたしました。この

ことを受けまして、当日中に他の取扱店へその旨のお知らせと、購入時の福祉灯油購

入券の枚数確認等の依頼等を行っております。 

  また、対象者の皆様に対しましては、お詫びと改修のご協力のお願いの文書を発送

しておりますので、ご報告させていただきます。 

  なお、福祉灯油購入券の交付対象者は１８６件で、きのうまでの改修済みは１６３

件で、未回収は２３件となっております。 

  今後、このようなことがないように納品時の確認等の徹底を職員に指導して参りま

すと共に、この度の不手際に際し町民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心から

お詫び申し上げます。 

  次に、保健福祉課所管の総務厚生常任委員会資料に移らせていただきます。 

  保健福祉課からは、説明事項６件と報告事項２件となっております。各担当からそ

れぞれ説明いたさせます。 

  始めに、諸戸課長補佐から条例の一部改正等について説明をいたさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課長補佐、諸戸君。 

〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） 私の方からは、説明事項１から６について説明し

たいと思います。 

  まず、１ページをお開きください。 

  今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 

  第５条第１項中の３９万円を４０万４，０００円に改めるものでございます。 

  内容といたしましては、２ページをお開きいただきたいと思います。 

  新旧対照表ですけども、出産育児一時金を傍線の部分ですけども、３０万円を４０

万４，０００円に改めるものでございます。 

  改める内容といたしましては、産科医療保障制度の見直しとあわせて行われるもの

で、掛金が３万円から１万６，０００円に引き下げになったため、３９万円を４０万

４，０００円にするものです。 
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  この制度に加入している医療機関に支払う金額については、これまで３９万円プラ

ス３万円の４２万円から、４０万４，０００円プラス１万６，０００円の４２万円と

変わらないこととなってございます。 

  施行日につきましては、２７年１月１日からとなってございます。 

  続きまして３ページをお開きいただきたいと思います。 

  今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定、議案第５号についてでござい

ます。 

  今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定。 

  １．管理を行わせる施設の名称及び位置。名称、今金町高齢者共同生活施設せせら

ぎ。位置、今金町字御影４１番地の１。 

  ２．指定管理者となる団体の名称及び所在地。名称、有限会社ササキ総合管理サー

ビス、代表取締役佐々木徳男。所在地、今金町字種川３５０番地の１。 

  ３．指定期間。平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの３年間。 

  指定管理者の候補者選定経過。 

  ア．申請の請の字が抜けております。訂正をお願いしたいと思います。 

  ア．申請資格及び指定期間。下記の条件つき公募とする。 

  今金町内に主たる事業所を有する法人及びその他の団体であり、指定期間中、施設

を安定して管理運営できること（法人格の有無は問わない）。指定期間は３年間。 

  イ．選定スケジュール。 

  平成２６年１０月１７日に公募開始の周知をしてございます。２０日に募集開始。

３１日に業務説明会を開催しております。参加業者はササキ総合管理サービスの１社

となってございます。 

１１月２０日に申請書を締切いたしました。申請業者はササキ総合管理サービスの

１社となってございます。 

  １２月１日に、今金町公の施設に係る指定管理者選定委員会開催をいたしました。

その結果、選定業者をササキ総合管理サービスといたしております。 

  ４ページをお開きいただきたいと思います。 

  選定理由ですけども、現指定管理者であり平成２２年度から平成２６年度において、

既に安定した管理運営をしている実績と、今後も施設の設立趣旨に沿った管理運営が

期待できます。指定管理料については、人件費、光熱水費の上昇分や消費税の増税分

を加味したものであり、候補者として適切であると判断し選定されました。 

  続きまして補正予算に移りたいと思います。５ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

  一般会計補正予算（第６号）の保健福祉所管概要についてです。 

  歳入からですけども、１３款、１項、１目民生費国庫負担金６１万７，０００円の

減額は、国民健康保険基盤安定負担金が６万円の追加、障がい児施設給付費等負担金

が６７万７，０００円の減額、いずれも実績見込みによるものでございます。１４款、

１目民生費道負担金７９万４，０００円の減額は、主なものにつきましては後期高齢
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者医療保険基盤安定拠出金が１００万２，０００円の減額、障がい者自立支援給付費

負担金が１３５万３，０００円の追加、いずれも実績見込みによるものでございます。 

  次、６ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳出ですけども、３款、１項、１目社会福祉総務費１６０万３，０００円の追加、

主なものにつきましては委託料２０９万６，０００円、子ども子育て支援事業計画業

務委託料、それと地域福祉計画策定業務委託料、第６期介護保険事業計画・高齢者福

祉計画策定業務委託料につきましては、契約額確定によるものでございます。第４期

障がい者福祉計画策定業務委託料１８１万５，０００円の減額は、自主作成による計

画策定のためでございます。繰出金ですけども、３８７万１，０００円の追加につき

ましては、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金でございます。２目老人福祉費３０

万５，０００円の減額、主なものにつきましては報償費で９３万円の減額、長寿健康

祝金が９３万円の減額で、今後の給付見込みによるものでございます。３目障がい者

特別対策費３２１万４，０００円の追加は、委託料で７１万４，０００円の減額、主

なものは地域生活支援事業業務委託料で７８万７，０００円の減額、これは実績見込

みによるもの。それと扶助費で４０５万６，０００円の追加につきましては、障がい

者訓練等給付費扶助費これが２８６万７，０００円の追加、これはメニュー変更によ

るもの。障がい者介護給付費扶助費２５４万４，０００円の追加、これは給付加算対

象者増によるもの。それと障がい児通所給付費扶助費１３５万５，０００円の減額、

これは実績見込みによるものでございます。５目総合福祉施設費２３万６，０００円

の追加、これにつきましては需用費で、光熱水費実績見込みによる追加でございます。

６目給食サービス事業費９万円の追加、これは需用費で修繕料、配食車両の修繕によ

るものでございます。８目後期高齢者医療費１４０万２，０００円の減額、主なもの

につきましては負担金補助及び交付金で８６万５，０００円の追加、療養給付費負担

金、広域連合への負担金増によるものでございます。繰出金で２１０万２，０００円

の減額、これは後期高齢者医療特別会計繰出金でございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ４款、１項、１目保健衛生総務費８２９万円の追加、これにつきましては使用料及

び賃借料４９万７，０００円の追加、重機借上料でドクターヘリ運行に伴うヘリポー

ト除雪用の重機借上でございます。備品購入費６００万９，０００円の減額は、患者

輸送バス購入費で契約額確定によるものでございます。繰出金１，３８０万７，００

０円の追加は、国民健康保険特別会計施設勘定繰出金でございます。２目予防費１１

６万８，０００円の減額は委託料で、予防接種委託料につきましては子宮頸がんワク

チン接種控えによる接種者減によるものでございます。４目母子衛生費７４万５，０

００円の減額は役務費で、妊婦健康診査手数料実績見込みによる減でございます。 

  続きまして、今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第３号の概要について

でございます。 

  ３款、１目、３目特定健康診査等負担金５万円の追加は特定健康診査等実績見込み

による追加でございます。３款、２項、１目財政調整交付金９２万円の追加は特別調
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整交付金で実績見込みによるものでございます。４款、１項、１目療養給付費交付金

１，２６１万５，０００円の減額は療養給付費交付金で、実績見込みによるものでご

ざいます。６款、１項、２目特定健康診査等負担金５万円の追加は特定健康診査等負

担金でございます。内訳の理由のところに実績見込みによる減となっておりますけど

も、これは増の誤りでございますので訂正をお願いいたします。９款、１項、１目一

般会計繰入金３８７万１，０００円の追加は、主なものにつきましては財政安定化支

援事業繰入金が３９５万６，０００円の追加、保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

が１１１万４，０００円の減額となってございます。９款、２項、１目財政調整基金

繰入金２６８万４，０００円の減額は財政調整基金繰入金で、財源調整によるもので

ございます。１１款、３項、６目過年度収入９万３，０００円の追加は渡島・檜山地

方税滞納整理機構負担金精算金還付金でございます。これにつきましては平成２５年

度分の精算による還付金でございます。 

  続きまして歳出ですけども、１款、１項、１目一般管理費８９万７，０００円の追

加、主なものにつきましては委託料で４３万２，０００円の追加、国保情報データベ

ース改修委託料、システム改修によるものでございます。２目連合会負担金８，００

０円の減額は道国保連合会負担金の減でございます。２款、１項、２目退職被保険者

療養給付費９００万円の減額は今後の退職被保険者療養給付費の見込みによるもの

でございます。３目一般被保険者療養費１００万円の追加は一般被保険者の療養費、

今後の実績見込みによる追加でございます。 

  １２ページをお開きください。 

  ２款、２項、２目退職被保険者等高額療養費４００万円の減額につきましては、高

額の高額療養費保険者負担分の実績見込みによる減額でございます。８款、１項、１

目特定健康診査等事業費１２万４，０００円の減額、主なものにつきましては報償費

で、特定保健指導講師謝金が事業精査によるものとして減額したものでございます。

１１款、２項、１目操出金９２万円の追加は国民健康保険特別会計施設勘定繰出金で、

国保病院の機器購入に伴う補助事業による補助金の操出の増でございます。 

  続きまして１３ページですけども、今金町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号

の概要についてでございます。 

  まず歳入からですけども、１款、１項、２目普通徴収保険料２０８万３，０００円

の減額、主なものにつきましては現年度の普通徴収保険料で２０８万４，０００円の

減額でございます。２款、１項、１目一般会計繰入金２１０万２，０００円の減額の

主なものにつきましては、保険基盤安定繰入金１３３万５，０００円の減額でござい

ます。４款、３項、１目雑入４万４，０００円の追加は雑入で、被保険者異動による

保険料還付金の増でございます。 

  １４ページをお開きください。 

  １款、１項、１目一般管理費１万３，０００円の追加は需用費で、印刷製本費、被

保険者用封筒印刷のためのものでございます。２款、１項、１目後期高齢者医療広域

連合納付金４１９万８，０００円の減額は広域連合への納付金の減でございます。３
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款、１項、１目保険料還付金４万４，０００円の追加は被保険者異動による保険料還

付金でございます。 

  １５ページをお開きください。 

  今金町介護保険特別会計補正予算第３号の概要についてでございます。 

  まず保険事業勘定からですけども、２款、１項、１目介護認定審査会負担金２万７，

０００円の追加は介護認定審査会負担金、これにつきましては給与改定によるせたな

町分の負担金増でございます。４款、１項、１目介護給付費負担金１１６万７，００

０円の追加につきましては介護給付費負担金、今後の負担増によるものでございます。

４款、１項、２目財政調整交付金３２万２，０００円の追加につきましては介護給付

費負担増によるものでございます。５款、１項、１目介護給付費交付金１８６万８，

０００円の追加は介護給付費負担増によるものでございます。 

  １６ページをお開きください。 

  ６款、１項、１目介護給付費負担金９２万６，０００円の追加、これにつきまして

も介護給付費負担増によるものでございます。７款、１項、１目利子及び配当金２，

０００円の減額は基金利子の減によるものでございます。８款、１項、１目３００万

２，０００円の追加は、主なものにつきましては事務費繰入金、システム改修に伴う

事務費の増でこれが２６７万４，０００円の追加、それと地域支援事業繰入金（包括

的支援事業・任意事業）、これが９４万９，０００円の減額、これは職員の育休によ

るものでございます。８款、２項、１目基金繰入金１３５万３，０００円の追加は介

護保険基金繰入金で介護給付費増によるものでございます。１０款、３項、１目雑入

１万１，０００円の追加は生活保護世帯の認定審査手数料の増によるものでございま

す。 

  次、歳出でございます。 

  １款、１項、１目３０８万９，０００円の追加、主なものについては委託料で２６

８万５，０００円の追加で、介護保険システム改修事業委託料が２６８万５，０００

円の追加、これにつきましては法改正に伴うシステム改修によるものでございます。 

  １件訂正をお願いしたいと思います。職員手当の部分で欄ずれがありますので訂正

をお願いしたいと思います。一番上から扶養手当３万９，０００円、期末手当１万３，

０００円、勤勉手当５万７，０００円、次に超過勤務手当が２０万１，０００円、児

童手当が６万円、それと一番下の退職手当組合負担金が４，０００円になりますので

訂正をお願いしたいと思います。申し訳ございませんでした。 

  続きまして、１款、３項、１目９万５，０００円の追加、主なものについては給料、

職員手当それと共済費、これは給与改定によるものでございます。２款、４項、１目

高額サービス費４０１万７，０００円につきましては、今後の高額介護サービス費の

見込み増によるものでございます。２款、６項、１目特定入所者介護サービス費２４

２万４，０００円の追加は今後の給付見込みによるものでございます。３款、１項、

１目介護保険基金積立金２，０００円の減額は、基金積立金利子の減でございます。

４款、２項、２目２８万６，０００円の追加は、給与、職員手当、共済費それぞれ給
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与改定によるものでございます。４款、２項、４目包括的・継続的ケアマネジメント

支援事業費１２３万５，０００円の減額は、いずれも給与、職員手当、共済費、職員

の育休による減額でございます。 

  次、サービス事業勘定費でございます。 

  ２款、１項、１目一般会計繰入金１８０万８，０００円の減額、これにつきまして

は人件費の減でございます。 

  歳出ですけども、１款、１項、１目地域包括支援事業費１８０万８，０００円の減

額、これにつきましては給料で、保健師給、職員の育休によるものが１８１万５，０

００円の減額、給与改定によるものが７，０００円の追加となってございます。 

  説明事項については以上でございます。 

  報告事項については山田主幹の方から説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課主幹、山田君。 

〇保健福祉課主幹（山田 薫君） それでは、次に報告事項の保険・医療・福祉の状況

報告とあわせて、今金町新型インフルエンザ等対策行動計画についてご報告いたしま

す。 

  始めに、今金町新型インフルエンザ等対策行動計画についてですが、別冊の１ペー

ジをご覧ください。 

  これは、平成２１年に国内でパンデミックとなった新型インフルエンザへの対応に

おいて、多くの知見や教訓が得られたことから新型インフルエンザ等対策特別措置法

が施行され、従来の政府行動計画の抜本的な見直しに伴い各市町村においても国・道

と同様に、行動計画を策定することとなりました。 

  また、計画策定に先立ち同法の規定により市町村対策本部の設置に関する条例を、

平成２５年３月に制定しております。 

  行動計画の策定経過でありますが、平成２６年３月に庁内計画策定委員会を設置し

保健福祉課を事務局として、識見者等に助言をいただきながら策定事務を進めて参り

ました。本年９月に庁内計画策定委員会で素案の最終確認、医療関係者である北部檜

山医師会と今金町国保病院への諮問、最終的にパブリックコメントを経て完成功とし

本年１０月に計画を公表いたしました。 

  計画内容は７０ページもの大冊で多岐に渡る構成となっておりますが、要約します

と国・道・関係機関等と連携協力し、発生段階に応じた総合的な対策を的確に推進す

るための計画であります。 

  イメージとして資料の２９ページ、今金町新型インフルエンザ等対策ワークフロー

をご覧願います。 

  本庁の行動計画の特徴として、発生段階を６つのステージに区分しレベル的に４か

ら６のステージは、道内発生期、道内流行期等となりますのでこの段階では国・道と

一体となった行動が必要となりますので、昨年４月設置の町対策本部が感染対策報道

の主体となります。 
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  前段階である未発生期から順に海外発生期、道内未発生期までは予防対策が中心に

なりますので、以上３ステージの主体的な役割を今金町感染対策連絡会議において担

います。 

  ここで、今金町感染対策連絡会議とは改めて簡略に申しますと、今金町内における

感染症流行の阻止と町民の健康増進を目的に、昨年度、各施設共通のマニュアル策定

を目的に設立し、加えて今年４月より教育、啓蒙、予防啓発、迅速な感染症情報の発

信など活動内容の充実を図り本格スタートいたしました。 

本年度これまでの主な活動実績については資料３０ページをお開きください。 

  八雲総合病院小児科医師で、今年１０月から週２回町国保病院においても出張診療

しております、吉田先生を当会議のスーパーバイザーとして５月から毎月本会議を定

例開催し、ノロウィルスや水痘、肺炎球菌などに関する施設職員向け研修を実施し、

また一般町民向け講演会として７月、９月の２回に渡り本年度から新たに定期接種化

された小児用水痘ワクチンと、高齢者肺炎球菌ワクチンに関する講演会を開催し感染

症予防知識の啓発を図っております。 

  また、資料の３２ページから３３ページまでに記載しておりますが、感染症情報の

リアルタイムな共有を目的にメールマガジンの配信も１０月よりスタートし、加えて

町ホームページへの掲載やインフルエンザ予防啓発リーフレットの作成・発行から、

町広報紙への折込などによる全戸配布など多様な情報伝達手段を講じております。 

  更に、感染予防の最も基本的な共通事項である正しい手洗いの啓発として、関心を

高めるためにイベント性を持たせたキッズ手洗い隊・高齢者交流事業を１０月に行い

ました。資料３６ページに掲載しております。 

  本事業はテレビのニュースでも一部放送されましたので、ご存知の方も居るかと思

いますが、認定こども園年長児２６名が日常の園生活の中で手洗い指導を受け、正し

い手洗い方法をマスターし今度は園児が手洗い先生となって、種川老人クラブ約４０

名の方々と一緒に手洗いをしながら教え、その他ゲームを交えながら交流を深めまし

た。高齢者においては孫世代の園児との一連の交流を通じて、手洗いに対する意識が

高まり健康の保持に寄与することが期待できます。 

  ここまでは連絡会議における活動経過と実績について要約してご報告させていた

だきましたが、新たな取り組みとして資料の３５ページをお開きください。 

  ３５ページに記載の、肺炎、イヤ、イヤッ！キャンペーンを企画し１１月より実践

スタートしております。 

  なぜ肺炎かと申しますと、肺炎は日本人の死因第３位となり肺炎死亡者の９５％が

６５歳以上の高齢者で占めております。テレビＣＭ等でも報告されておりますので皆

様ご存知のこととは思いますが、１０月より肺炎予防の一環として高齢者肺炎球菌ワ

クチンの予防接種が定期化されましたが、肺炎予防はワクチン接種だけでは不十分な

ことは疫学的にも示されており、あわせて口腔衛生、誤嚥防止、栄養状態、手指衛生

を含めた多方面の専門的アプローチが有用であると考察します。 

  この成果を検証・評価し今金町における肺炎疾患の減少と健康の保持を図るため、
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当面の対象として町内全老人クラブと高齢者通所・入所関係施設を対象に実践して参

ります。 

  次に、５４ページをお開きください。 

  今年、今金町認知症家族介護者の会おたがいさまが設立１０周年を迎え、これを記

念した認知症の講演会を開催いたしました。 

  テーマを脳血管性とアルツハイマー型とし、中村記念病院医師のご講演に町内各老

人クラブ、介護高齢者施設、一般町民総勢２１５名が聴講し、認知症への関心の高さ

が伺われました。 

  次に、５５ページをお開きください。 

  今年６月に介護保険法が改正され、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平

化の観点から見直しが行われました。 

  取り分け介護度、要支援１、要支援２の予防給付のうち、訪問介護と通所介護が平

成２７年度から平成２９年度末までに、地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事

業、通称新しい総合事業の介護予防・生活支援サービス事業へ移行し町の事業として

実施することとなっております。 

  ５６ページをお開きください。 

  平成２７年度から平成２９年４月までに、この新しい総合事業へ移行の猶予期間を

説明した図となっておりますのでご参照ください。 

  ５８ページをお開きください。 

  訪問介護・通所介護の移行と共に、国では地域の多様な主体によるサービスが高齢

者を支援するということを想定しており、地域支援体制の整備を求められております。 

  ６０ページをお開きください。 

  この他、医療と介護の連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援、介護予防の充

実強化の取り組みを推進するため、地域包括支援センターの人員体制や業務内容の見

直しなどを進め、地域包括ケアシステムを推進していく中核機関としての機能強化が

求められております。 

  その他、昨年度策定しました今金町健康増進計画ですが、本計画は今年度から平成

３０年度まで５年間保険事業の実践にあたり、基本中核となる計画であります。これ

につきましても健診、食生活、運動、歯、口腔、禁煙の５つのカテゴリから多様なア

クションを計画的に展開しております。 

  同計画の策定委員により構成する計画推進協議会において、３月に一定の活動評価

を行いますので別途改めてご報告させていただきます。 

  以上で、報告を終わらせていただきます。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  以上で、保健福祉課の質疑を終わります。 

  次に、介護老人保健施設より説明をお願いいたします。 
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  介護老人保健施設事務長、太田越君。 

〇介護老人保健施設事務長（太田越宣晴君） それでは説明事項１番目、１ページです。 

  平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算第３号について、提案理由

を申し上げます。 

  年度当初から現在までの実績を踏まえて、短期入所者の業務の予定量を７４人から

０．５人下方修正し７３．５人、延人数で２万６，８２８人に。 

  また、通所においては実績から５人に１名増員し６．０人、延１，４７０人にしよ

うとするものでございます。 

  補正では、収益的収入及び支出を既定の予算の総額にそれぞれ５万２，０００円を

増額し、予算の総額を収入支出それぞれ３億８，３１７万円にしようとするものであ

ります。 

  なお、詳細については次の予算内訳について申し上げます。 

  次に、議会の承諾を経なければ流用することのできない経費の補正は職員給与費で

２３４万円を増額で、２億４，２５７万円でございます。 

  他会計からの補助金の補正は８，４１２万１，０００円を、８，４５５万２，００

０円に改めるものでございます。 

  ２ページをお願いします。 

  収益的収入では、施設サービス費で短期入所療養介護費で下方修正から１３８万７，

０００円の減額です。通所者療養介護費で増員から１５３万９，０００円の増額で、

補正額２万５，０００円でございます。自己負担金は入所サービス費に連動しそれぞ

れ記載のとおり増額・減額で、補正額３１万８，０００円。その他事業収益において

も精査によるもので１３万１，０００円の増額でございます。他会計補助金で一般会

計補助金５６万９，０００円の減額は財源調整によるものでございます。その他事業

外収益及び受取利息配当金は記載のとおりでございます。 

  収益的支出においては、給与費２３４万円の増額は給料、手当、法定福利費におい

て給与改正による追加・減額それぞれの記載のとおりでございます。材料費では薬品

費で実績精査により４１万２，０００円の減額。経費においては職員被服費で、今年

度、３年前のユニフォームを更新し執行残で６６万４，０００円の減額、消耗品費は

実績精査で５５万５，０００円の減額。 

  次ページ、光熱水費は電気料、水道料それぞれ実績に基づき案分で総額４１万円の

増額でございます。賃借料は派遣委託料は看護の借用でしたが、国保病院現有の看護

を借用させていただきましたので減額しております。委託料ではリネン業務、給食調

理業務委託料を実績精査に基づき記載のとおり減額し、総額１００万１，０００円の

減額でございます。 

  以上が、この度の補正予算第３号の内訳でございます。 

  続いて、報告事項１の運営状況でございます。５ページをお願いします。 

  施設の収支状況は、４月、１０月計で損益計算書でございますが、老健施設事業収

益は事業収益（１）で１億７，３７９万４，６１６円、事業外収益（２）８４万２，
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９６８円で、合計１億７，４６３万７，５８４円、対前年比で４万１，０１２円の増

でございます。 

  また下段の老健施設事業費用は、事業費用（３）１億５，８６８万１，５４７円、

事業外費用（４）４９１万４，９５５円と特別損失１，１９６万円の合計で１億７，

５５５万６，５０２円、対前年比で８６６万５，７９６円の増となっております。 

  純利益は収支で８６２万６，８６２円の減となっております。 

  次に、報告事項２の利用状況でございます。 

  平成２６年度１０月末までの介護老人保健施設の利用状況ですけども、右側計で４

月、１０月計で１万５，６１４人、対前年比３０人の増。日平均在所者７２．９人、

対前年比０．１名の増でございますが、前年比より増員はしておりますが年度当初か

ら計画が３．０人、１，０９５人を見込んでおりましたが、この度０．５人の下方修

正をし入所計画を７３．５人としております。 

  また下段の通所利用者は４月から１０月計で９４８人、対前年比１４５人の増員を

しており、平均日通所者数が６．４人と対前年比０．９人増のため、当初計画５人か

ら６人と変更しております。 

  また、次のページですけども、病院等の施設の入院による減算表を参照として添付

しております。 

  比較的好調な昨年ですけども、４月、１０月計で１１．４６人ですけども、非常に

低調だった平成２４年の１６に近い、この度は１５．９１人の減算で春先の骨折通院

が大きな影響を与えているものと推察されております。既にインフルエンザが猛威を

振るっている中、繁忙期に入っているものですから感染予防を十分行い、今後の減算

における動向に注意していかなければならないと考えております。 

  以上が介護老人保健施設からの説明事項、報告事項でございます。よろしくお願い

します。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ないようですので以上で、介護老人保健施設の質疑を終わります。 

  次に、国保病院より説明をお願いします。 

  国保病院事務長、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは病院から説明させていただきます。 

  国保病院からは説明事項１件、報告事項２件となります。 

  資料の説明に入る前に、１２月１日に発生しました設備不良による事故について報

告させていただきます。 

  資料はございませんので口頭で説明させていただきます。 

  １２月１日月曜日の午後７時頃でございますが、病院の玄関ホールの天井裏に設置

されております、照明器具をコントロールするための安定器が入っている訳でござい

ますけども、この安定器本体内部及び周辺の経年劣化と思われる原因によりまして、

その安定器自体が非常に高温状態となりまして、本体内部及び周辺のコード類から異
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臭それから煙が発生し、病院内のダクト等を通じて充満したという事故が発生してご

ざいます。 

  事故の概要についてご説明いたしますけども、当時、病院に残っておりました警備

員、事務員等によりまして目視できる範囲をいろいろと捜索したのですけども、原因

箇所が確認できない状況であったと。これらを受けまして、まずは患者様の安全確保

を第一優先に考えて職員を招集した中で、老健施設へ一時的に避難を行っております。

この間、電気設備会社、消防署への連絡を行いながら対処をしたところでございます。 

  午後８時３０分頃までには消防等の協力も得ながら全ての原因等について特定し、

事故発生個所の改善と安全を確認した中で院内での異臭と煙が消えるのを待って、患

者様には病院へお戻りをいただいたところでございます。 

  なお、このことによりまして患者様それから出勤しました職員において、健康被害

等の発生はございません。また、患者様のご家族にも事故発生時の状況等についてお

電話等でご連絡を取っているところでございます。 

  それでは、資料に戻り説明をさせていただきます。 

  説明事項の１及び報告事項の１につきましては、私の方から説明をさせていただき

まして、報告事項の２については川崎主幹より説明をさせていただきます。 

  それでは病院資料の１ページ目をお開き願います。 

  平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第３号の概要を申し

上げます。 

  今回の補正につきましては、４月から９月までの上半期の実績に基づき医業収益と

経費の精査、臨時看護士などに要する費用の精査が主なものでございます。 

  まず、業務の予定量の変更では主な建設改良事業の補正で、機械器具購入、リース

資産購入における執行残の減額精査と、建物改良費では病院内トイレの様式化に関わ

る費用を追加しようとするものでございます。 

  収益的収入及び支出の補正につきましては、既決予定額にそれぞれ１，４７９万４，

０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ８億２４１万５，０００円にしようとする

ものであります。 

  資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入で既決予定額に３６万円を

追加し、予定額を９６万円に。資本的支出では、既決予定額から３２３万２，０００

円を減額し、予定額の総額を３，４６４万４，０００円にしようとするものでありま

す。 

  次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費補補正では、職員給与

費で既決予定額に１，２１４万９，０００円を追加し、補正後の予定額を４億７，２

０８万円にしようとするものであります。 

  他会計からの補助金の補正につきましては、既決予定額８６６万８，０００円を８

５２万円に改めようとするものでございます。 

  以上、概要を申し上げました。 

  詳細につきましては、資料の２ページからになります。 
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  まず、収益的収入からご説明いたします。 

  １款、１項、３目その他医業収益で６万７，０００円の追加は公衆衛生活動収益で、

上半期の実績等の精査それから肺炎球菌ワクチンが２類の定期となりましたので、そ

れらの見込み等を含めた中で追加をしようとするものでございます。２項、３目他会

計補助金で７７万２，０００円の追加は一般会計補助金で、共済追加費用の精査によ

り１４万８，０００円の減額。特別会計補助金では人工呼吸器購入に関わる費用につ

いて、国民健康保険の特別調整交付金の対象となったことから９２万円を追加しよう

とするものでございます。４目他会計負担金において１，３９５万５，０００円の追

加は一般会計負担金で、不足財源の調整でございます。 

  次に、資料の３ページになります。 

  収益的支出についてご説明いたします。 

  １款、１項、１目職員給与費１，３９４万９，０００円の追加は給与、手当、法定

福利費についてはそれぞれ年度内費用の精査であり、賃金につきましては年度当初に

おいて派遣・期間雇用等による緊急的看護師の確保を４名と見込んでおりましたが、

年度当初より予定していた新規採用者がキャンセルとなったこと、また病気休職者が

複数名出たことにより常時６名の受け入れが必要となったこと、また１０月より再開

しております小児科外来に対応するため、小児科診療日に限ってでございますけども

臨時看護士を雇用しており、これらに関わる費用として追加しようとするものでござ

います。３目経費において７９万３，０００円の追加の主なものは期間雇用看護師等

の増員に伴う赴任費用、社会保険負担金の追加と４ページになりますけども、賃借料、

委託料の精査でございます。また１０月１５日に発生しました医療事故に関する実費

機関として入院費、交通費をあわせ２６万３，０００円を賠償金として計上してござ

います。 

  続きまして５ページになります。 

  資本的収入についてご説明いたします。 

  １款、１項、１目奨学金返還金において３６万円の追加は奨学生のうち１名でござ

いますけども、諸般の理由により休学となったことから本年度内に貸与した３６万円、

６ヶ月分でございますがこれについて返還を行うものでございます。 

  資本的支出については、１款、１項、１目資産購入費、２目リース資産購入費それ

ぞれの減額は執行残の精査であり、３目建物改良費において６１万５，０００円の追

加は、先ほど説明しました院内のトイレの様式化を行うため追加計上しようとするも

のでございます。３項、１目奨学金貸付金３６万円の減額は、先ほどの奨学生の休学

に伴うものであり、１０月以降の６ヶ月分について減額しようとするものでございま

す。 

  次に、６ページになります。 

  資本的支出において不足する３５９万２，０００円につきましては、損益勘定留保

資金で補てんをすることとしてございます。 

  以上、補正についてのご説明とさせていただきます。 
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  続きまして報告事項の１、医療事故発生の事故後の対応についてご説明いたします。

資料の７ページをご覧いただきたいと思います。 

  資料の７ページにつきましては、医療事故の概要等であり１１月２８日に開催して

いただきました全員協議会の中で、同様の資料でもってご説明をしておりますのでこ

この部分については説明は割愛させていただきたいと思います。 

  次に、８ページ目になります。 

  先般の全員協議会の中で副町長の方からも口頭で説明がありましたが、事故後の対

応等について資料にまとめたものとして改めて説明をさせていただきます。 

  まず、各関係機関への報告についてでございますけども、事故発生当日の１０月１

５日に所管であります八雲保健所へ電話にて事故発生について報告後、保健福祉課そ

れから病院双方からさせていただいております。この中で、今回の予防接種について

は接種そのものの主体が今金町であることから、保健所へは町の方から文書をもって

事故発生の報告をさせていただいております。 

  次に、損保会社への報告等についてでございますが、同じく事故発生当日から担当

者に電話で連絡をし、その後も随時連絡を取りながら事故対応への助言あるいは担当

弁護士の紹介、手続き等を随時行っているところでございます。 

  次に、事故発生についての公表でありますけども、１０月２１日に道の指導に基づ

きまして報道機関への公表を行い、翌日の２２日の道新朝刊に記事として掲載されて

おります。１５日の事故発生から１週間を要しておりますが、これにつきましては被

害者様等々の同意をもって公表を行う必要があると判断したことから、これら被害者

様との確認等に若干の時間を要したことから、１週間程度経過したものでございます

のでご理解をいただきたいと思います。 

  また、報道機関等への公表とあわせて病院内でも、院内への掲示それから町におき

ましてはホームページへの掲載を行うと共に、１１月５日に予定しておりました予防

接種の実施前に時期をあわせて、１０月３１日の朝刊に新聞折り込みとして事故報告

をさせていただいております。 

  次に保護者様への対応、謝罪等面談についてでございますけども、事故発生直後か

ら対応については続けておりましたが、１０月２４日金曜日に町長、副町長、病院長

それからその他の関係者が出席した中で、としべつ３階会議室に席を設けさせていた

だきまして謝罪と今後の協議を行っているところでございます。 

  次に、弁護士との相談それから委任等についてご説明いたします。 

  被害者様へ落ち度なく、また誠意ある対応と補償を行うため損保会社との相談も行

った上で、札幌市に事務所を構えます佐々木総合法律事務所に委任することとし、１

０月３１日に委任契約を締結しております。 

  また、弁護士事務所とはこれまでに私共の方からも事務所の方へ２回ほど訪問をさ

せていただいておりますし、随時協議を行っております。その他にも担当弁護士の先

生等とは電話やメールにて随時打合せを行って、本日まで至っているところでござい

ます。 



- 35 - 

 

  次に、関係した職員の処分についてでございます。 

  これにつきましては、１１月１４日に処分が発令されております。それぞれ減給、

戒告の処分を受けたところでございます。 

  直近の現状でございますけども、今、現在は弁護士、これは専任されている方が居

社の資格を持った弁護士さんということで、佐々木法律事務所の福田先生がご担当と

いうふうになってございますけども、この先生とも随時相談しながら、今、現在は被

害者様への補償等について協議を進めているところでございます。 

  被害に遭われたお子様の健康状態が固定されるまでには、更に時間を要するという

状況でありますので、現在までの部分とこれから先の部分ということで分けて話し合

いをさせていただいているところでございます。この中で、現在までの部分につきま

しては弁護士を通しながら、私共の方から提示させていただいている内容につきまし

て、一定の理解をいただいているものと受け止めをしている状況でございます。 

  以上、報告１についての説明とさせていただきます。 

  報告事項２につきましては川崎主幹より説明申し上げます。 

〇委員長（上村義雄君） 国保病院主幹、川崎君。 

〇国保病院主幹（川崎妙子君） 続いて、報告事項２の平成２６年度収支報告１０月期

までについて説明いたします。 

  資料９ページの損益計算書をご覧ください。 

  左側の表になります。上段２６年度１０月までの病院事業収益は２億３，３６９万

８，０００円で、前年同期比較３，４４３万４，０００円、１２．８％の減となって

おりますが、これは内訳を見ますと昨年度この時期に一般会計負担金５，０００万円

の繰り入れがあったものが、本年度については繰り入れていないためでございます。

また医業収益では１，５５１万９，０００円の増となっており、入院収益、外来収益

共に増加をしております。 

  右側の表になります。上段の１０月までの病院事業費用は３億６，９５５万７，０

００円で、前年同期比較９１２万２，０００円、２．５％の増となっております。収

益から費用を差し引いた純利益は表の下段に記載のとおり、マイナス１億３，５８５

万９，０００円で、前年同期比較４，３５５万６，０００円の減額となっております

が、これは収益のところでも説明いたしましたが一般会計からの５，０００万円を繰

り入れていないためであり、これを差し引きますと６５０万円程度収支が改善されて

ございます。 

  次に、資料１０ページをご覧ください。 

  月別患者数及び収益等について説明をいたします。 

  １０月までの入院収益につきましては、延患者数と共に前年同期比較で増となって

おり、一日一人当たりの収益について若干の減となっております。 

  また、外来につきましては、延患者数については減となっておりますが収益につい

て増額となっております。これは一日一人当たりの収益が増となっているためでござ

います。 
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  以上で、１０月期までの収支報告について説明を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  ないようですので以上で、国保病院の質疑を終わります。 

  以上で各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして、委員の皆さんから何かありませんか。 

  合同委員会の部分でございましたら理事者の方からございますか。 

  副町長、清水君。 

〇副町長(清水 寛君) それでは総務厚生常任委員会所管の部分でございますけども、

合同委員会で全議員にご説明そして協議をいただきたいという部分あります。 

  人事院勧告に伴う給与改定関係でありますが、議案第１号の町長及び副町長の給与

に条例の一部改正、それから議案第２号の今金町職員の給与に関する条例の一部改正、

これらについてお願いをしたいと思っております。それと議案第４号の交流促進セン

ターあったからんどの設置及び管理、それから種川温泉休憩所の設置及び管理でこれ

は料金改定をする部分がありますので、これについてもご説明したいと思います。そ

れと議案第５号でありますが、せせらぎの指定管理の関係であります。これについて

もご説明しておきたいと思っておりました。 

  それと予算に関係しまして、医療事故の発生について本日病院の方からも申し上げ

ましたが、事故後の対応についてこれも全議員にご説明を申し上げたいと思っており

ますので、以上でよろしくお願いしたいと思います。ご配慮を賜りますようよろしく

お願いします。 

〇委員長（上村義雄君） ただ今、理事者の方から議案の１、２、４、５そして説明の

部分で合同委員会の中で説明したいというお話がありました。 

  これらについては議運に諮って取り計らいたいと思っておりますので、了承願いた

いと思います。 

  以上で、各課からの説明事項が終わりました。 

  理事者の皆さんにはご出席ありがとうございました。 

  ４時１５分まで休憩といたします。 

 

休憩 １６時００分 

 

開議 １６時１５分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  これより平成２６年度本常任委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

  所管事務調査報告につきましては、１１月２８日に一部字句を訂正しておりますの

で、再度局長の方からその報告についての部分の説明をお願いします。 
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  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 一番最後なので全て朗読をしたいと思いますけども、

朗読に関しましては中川より説明いたさせますのでよろしくお願いいたします。 

〇議会事務局係長（中川真希君） それではこちらの方から説明させていただきます。 

  最後ということで、前回修正されたところは話しながら、ここを直しましたという

ことでお話をします。修正点は１ヵ所だけでしたので、そこの部分を話しながら説明

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  平成２６年１２月、今は空白ですが１７日という形で入れて、総務厚生常任委員長

の名前で議長へ委員会調査報告という形の文書になるかと思います。 

  本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を、別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

  記。所管事務調査項目。 

１．一般会計の財政状況について。２．行政財産の管理状況について。３．行政改革の

進捗状況について。４．総合計画（前期計画）の進捗状況について。５．公衆浴場等

の管理運営状況について。６．生活改善センターの管理運営状況について。７．税及

び税外収入の収納状況について。８．社会福祉施設及び団体の運営状況について。９．

総合福祉施設の管理運営状況について。１０．国保病院の管理運営状況について。１

１．障がい者の就業・生活支援に関する調査研究について。 

  １．調査目的、所管事務調査。 

  ２．調査日程、平成２６年７月２３日・２４日の２日間。 

  ３．調査結果、高齢者協同生活支援施設せせらぎの管理運営、共同生活援助事業所

ケアホーム和、障がい者支援施設ひかりの里の管理運営、旧神丘小学校の管理状況、

旧美利河小学校改修事業及び美利河生活館の状況、旧金原小学校の管理状況、日進住

宅（解体）の状況、やすらぎ苑・墓地の管理状況、豊寿園の運営状況、母と子の家・

旧オナヤ旅館の状況、地域包括支援センターの活動状況に対し、現地に出向き調査し、

所管事務調査項目に挙げた１１項目については、さらに提出された資料により調査し

た。 

  財政状況。（単位千円・％） 

  区分。基準財政収入額、２５年度５億５，４３６万９，０００円、２４年度５億５，

４６５万円、比較０．１％の減。 

  基準財政需要額、３３億６，５６０万３，０００円、２４年度３３億８，６４５万

２，０００円、０．６％の減。 

  標準税収入額、６億８，９５５万７，０００円、２４年度６億８，９６４万５，０

００円。 

  標準財政規模、３７億５５９万１，０００円、２４年度３７億２，８０１万１，０

００円、０．６％の減。 

  財政力指数（３カ年平均）、０．１６８％、２４年度０．１６９％。 

  実質公債費率（％）、７．９％、８．９％、１％の減。 
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  公債費負担比率（％）、１４．７％、１３．７％、１．０％の増。 

  公債費比率（％）、４．４％、４．５％、０．９％の増。 

  起債制限比率（％）、１．９％、１．８％、０．１％の増。 

  積立金現在高、財政調整基金７億７，３９２万４，０００円、７億４，９９４万８，

０００円、３．２％の増。 

  減債基金、７億５，２４４万１，０００円、６億５，２０１万８，０００円、１５．

４％の増。 

  特定目的基金、２０億６，１７９万３，０００円、１８億９，９２６万５，０００

円、８．６％の増。 

  地方債現在高、５１億１，４１７万１，０００円、５３億６，６３２万６，０００

円、４．７％の減。 

  備考資金組合納付金、１９億５９７万円、１８億９，０３２万８，０００円、０．

９％の増。 

  ①介護老人保健施設関係、（ ）は短期入所者数を再掲。 

  区分。入所利用者数、（８４７人）、２万６，８９６人、（３３０人）、２万５，６１

２人、比較（５１７人）、１，２８４人。 

  日平均入所者数、７３．７人、７０．２人、３．５人。 

  通所利用者数、１，３５５人、１，８３人、２７２人。 

  日平均通所者数、６．２人、４．４人、１．２人。 

  ②国保病院関係。 

  区分。入院患者数６，９７６人、８，５０５人、１，５２９人の減。 

  日平均患者数、１９．１人、２３．３人、４．２人の減。 

  外来患者数、２万４，４６３人、２万３，９５３人、５１０人。 

  日平均患者数、９９．８人、９８．２人、１．６人。 

  ４．意見。 

  厳しい財政状況の折、本年４月より消費税率が８％に上がり、より計画的かつ効果

的な事業が実施できるよう予算策定と執行に努めているところであり、効率の良い行

政運営と友好的な行政サービスの提供に心がけているところである。 

  本町においては、平成２５年度決算について、各種基金積立金８．７％の増、備荒

資金組合積立金０．８％の増、地方債残高は４．７％の減となっており、財政運営に

当たっては、一般財源の確保に努め各種補助金・経常経費の見直しなどを実施してお

り、引き続き健全な財政運営と魅力あるまちづくりに努められ、地域行政の自主的か

つ総合的な調整機能を発揮することが必要と考えます。 

  母と子の家と旧オナヤ旅館、ここが前回修正がありまして、の、が入っておりまし

た。旧オナヤ旅館の解体後は、という形になっていましたが、旧オナヤ旅館解体後は、

とそこの部分を修正しました。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 違うよ。旧オナヤ旅館解体のだった。 

〇議会事務局係長（中川真希君） すみません、そうですね。解体の後はという形だっ
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たのですが、そこの、の、を取りました。 

  その跡地の有効活用の一つとして、公共施設内に障がい者も利用できるトイレがな

いことから、その方々も利用が可能な公衆トイレの設置を検討してはどうかと考えま

す。 

  行政改革推進状況については審議継続中でありますので、今後の具体的な取り組み

を期待する。 

  第５時今金町総合計画については、計画的かつ着実に推進していくことを望みます。 

  公衆浴場等については、これまでの経年による劣化に注意され、町民の憩の場の施

設として有効に活用されたい。 

  各地域における生活改善センターは、今後においても地域の状況を踏まえ有効活用

を図られたい。また、既に廃校となっている施設を自治会に委託している箇所におい

ては、一部清掃等に煩雑な面が見受けられた。使用後の点検等を十分に行うよう自治

会へ周知徹底を図られるよう努められ、今後建物の老朽化等を見極めながら取り進め

られたい。 

  やすらぎ苑今金町葬斎場に関しては、施設玄関前に障害物があり、車両や除雪の妨

げになっているとの意見もあることから、撤去等も含め協議検討をする必要があると

考えます。 

  町税等の収納率については、滞納者の発生と収入未済額の圧縮に努力されていると

ところであり、平成２５年度の決算においては、個人・法人町民税、固定資産税、軽

自動車税、住宅使用料、国民健康保険税ともに平成２４年度と比較して滞納繰越額が

減となっています。滞納金収納事務推進会議による各課の連携と振興局や渡島・桧山

地方税滞納整理機構による大口滞納事案への引き継ぎの成果が表れていますので、今

後においても住民負担の公平化と自主財源の確保の目的のため徴収に努力されたい。 

  高齢者協同生活施設せせらぎに関しては、非常階段が腐食しており、修繕が必要と

考えるが、その際は車椅子や足の不自由な方がおられることも考慮し、非常階段以外

の避難方法も視野に入れ、安全に避難できるよう検討されたい。 

  共同生活援助事業所ケアホーム和（なごみ・のどか）は、障がいのある方の協働生

活が円滑に進むよう望みます。また、ひかりの里では施設整備を行い入所者の生活改

善を図ったところでありますが、非常食用のパン等の受注生産していることから、災

害備蓄用食料として活用する等の取組が必要と考えます。 

  豊寿園については、昭和５０年開設以来、増改築を行ってきたところであり、今後

においても高齢化社会の中で益々必要とされる施設であることから、各関係機関と連

携を図りながら、運営に努力されたい。 

  地域包括支援センターは、業務が集約化され、障がい者、高齢者、精神疾患、一般

的な福祉と、その役割が増大していると感じられる。今後においてはよりきめ細かな

住民サービスに対応できるようマンパワーを充実させ、より効果的なあり方について

検討する必要があると考えます。 

  介護老人保健施設については、前年より施設利用者が増加した結果となり、今後に
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おいても施設入所待機者や利用者需要に対応する取り組みについて、関係機関と連携

を一層努められたい。 

  国保病院については、看護職員等、医療技術職の確保が依然として厳しい状況にあ

り、派遣等に頼らざるを得ない状況でありますが、継続した人材確保に努められ、医

療分野と介護分野の相互連携、訪問診療の拡大等、本町の中心医療機関として良質な

医療提供と、地域住民の信頼と期待に応えられる病院を目指すよう望みます。 

  障害者の就業・生活支援に関しては、就業の場所の確保と自立した生活環境の整備

が重要であり、それに向けた課題解決を計るため、今金町自立支援協議会が中心とな

り、障がいのある人もない人も、しあわせな生活・人生を送ることができるまちとな

るよう取り組みを進めていただきたい。 

  以上であります。 

〇委員長（上村義雄君） 休憩いたします。 

 

休憩 １６時３２分 

 

開議 １６時３６分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  休憩の中でもって字句の訂正等もございましたので、その訂正した部分で委員会報

告ということを決定したいのでございますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（上村義雄君） ではそのように決します。 

  委員会報告の部分はこれで決定いたしましたが、その他で皆さんから何かありませ

んか。 

  事務局の方から。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、まず皆さんの方に１２月の行事予定表を配

布しておりますので、それをお持ち帰りいただきたいと思います。 

  それと産業教育常任委員会の資料の追加が、産業振興課からございましたので皆様

のお手元に配布しております。 

  それともう１点でありますが、１２月１７日定例会１日目でありますけども、閉会

するしないに関わらず理事者との懇親会を開催したいということで、５時４５分より

由浅食堂において開催することとしております。 

  今回につきましては正副議長、理事者の部分を除いて全てくじ引きで席を決めて、

職員と混合させるということで計画しておりますのでよろしくお願いいたします。 

  それと今回、農業委員会の会長さんが７月に改選になりまして新しい会長さんが選

任されました。それの紹介を兼ねると共に、実は当委員会の委員であります山本豊さ

んにおかれましては、平成２６年度北海道社会貢献賞、自治功労の表彰の対象があり

まして、これは総務課の方から申請が上がっております。そういう部分で、長きに渡
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り議会議員として在職されたことに対しまして、１１月２８日にその決定が参りまし

た。伝達式が１７日の当日なものですから、表彰は間に合いませんけどもその祝賀会

も兼ねて開催をしたいということで、参加される議員の皆様、職員の皆様と共に町で

申請しているものですから、お祝いも方々というふうに考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 

  くれぐれも車を置いて来ていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  そういうことで１７日は議員会が主催なものですから、ここに会長さんが居ります

のでそれでやるという。例年１２月はやるということになっていますので、そういう

形で進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

〇委員長（上村義雄君） 今、事務局から山本さんの社会貢献賞という大変名誉な賞を、

山本さんが受賞されるということでございますので、当日１７日に一緒に祝賀会も兼

ねるという形になっていくかと思いますので、了承願いたいと思います。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（上村義雄君） 大変長い間ご審議いただきましてありがとうございます。 

  これでもって総務厚生常任委員会を閉会させていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 １６時４１分 

 


