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平成２６年 今金町総務厚生常任委員会 

 

平成２６年９月１１日（木） 

 

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 
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    税 務 住 民 課 主 幹         北 見 由美子 君 

    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） ９月の定例会に向けての総務厚生常任委員会、皆さんにご意

見をいただきながら進めたいと思います。 

  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、開議に先立ちごあいさつを

お願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 皆さんこんにちは。 

  総務厚生常任委員会の各課説明に入ります前に、私の方から行政報告と重複するこ

ともありますけれども、少し時間をいただきまして、あいさつ方、報告等を申し上げ

させていただきます。 

  ただ今、上村委員長からもありましたように、昨日、本日も、道内各地での大雨災

害情報が報道されています。 

洪水被害はもとより、特に被害を大きくしているのが土砂災害でありますが、今金

町では、警戒区域に１６カ所指定され、内１０カ所が特別警戒区域に指定されていま

す。 

北海道におきましては、これまでに、現在も、急傾斜地対策として、今金小学校裏

山、本町の傾斜地、向こうに見えますが、クレーンの作業でありますけども、それと、

八束の旧小学校の裏等で、災害防止工事が行われているところであります。 

今金町には、気象庁の観測点が１カ所、国土交通省の雨量観測点が１０カ所あり、

きのうの旭台の観測データが、本日の北海道新聞に全面で報道されていたところであ

ります。ちなみに、国土交通省の雨量観測点の１０カ所は、美利河に３カ所、花石、

住吉、奥種川、この辺は川の関係もありますので、そういう置き方かと思いますが、

その他に、八束、旭台、今金２カ所ということで、計１０カ所ある訳であります。 

９月３日に内閣改造と党の役員人事が行なわれ、新たな体制での政経運営となりま

した。大臣、副大臣ポストでの道内選出議員はおりませんが、政務官に、この間、様々

な事案で要請活動をしておりますところの、長谷川岳議員が総務政務官に。公明党の

比例区の佐藤英道議員と、１１区の中川郁子議員が農水政務官に就任され、長谷川政

務官には電話で、中川政務官には直接お会いをし、あいさつをしたところでございま

す。 

先般、北海道銀行主催の、来るべき縮小社会の到来に向けてと題した、限界集落対

策セミナーに、道からの派遣職員の廣嶋さんと一緒に参加をいたしました。持続的に

行政運営できる仕組み作りということになる訳でありますけども、実際間のネットワ

ークと、やはり地域経済の活性がキーワードになるという内容の講演でありました。 
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  既に、まちづくり、取り分け人口、それから活力ということをキーワードにしまし

た緊急対策の町内取り組みを指示し、既存の事業の見直しや対策に向けた施策作りを

行うことといたしました。 

  更に、商工会からの取り組み提案があったことから、農協と連動した管理共同の仕

組み作りと、支援に向けて対応して参ります。このことにつきましては、行政報告に

も書かせていただいたところであります。 

  なお、国においては、地方創生大臣ポストを置いたところでありますけども、その

意図する裏には東京一極集中化解消の対策もある訳でありますけども、地方創生が小

さい自治体を守るのではなくて、消滅自治体というものを大きく、この間アピールさ

れている訳でありますけども、結果的には、道州制や中核都市への再編、いわゆる市

町村合併に結び付けるものであるという懸念もしなければなりません。このことを、

全国町村会、全国町村議会議長会が、道州制反対ののろしを上げているものの根拠に

なる訳であります。 

  この間、経過説明をしていますところの、総合体育館についてでありますけども、

教育委員会と協議をし、建替を前提に、単なる体育館機能に留まらず、将来社会に対

応した複合かつ多機能の要素を考慮した施設を目指しましょうと、方向性の確認を行

いました。このことから、施設構想の調査と検討に取り組むことで、公共施設建設検

討会議を立ち上げ、庁内調整を図り、対応して参ります。 

  ２５年度の各会計決算につきましては、会計管理者からの決算諸表に基づき、延４

日間に渡り監査委員の審査をいただきましたことから、決算認定審査でのご審議をお

願い申し上げます。 

  国営緊急農地再編整備事業につきましては、８月後半に長雨が続き、工事に支障が

生じたこともありますけども、今のところ順調に行われています。昨日、北海道開発

局の菊池整備課長も来庁され、南地区の事業推進、北地区の事業採択に向けた対応を

していただいているところであります。 

  ８月２９日、国の２７年度予算の概算要求で要請をしておりました、今金北地区が

基本より１年早く新規着工地区として名簿登載となり、設計費等２億円が財務省に提

出されたことから、採択の環境が整いました。更に、南地区の工事費も２０億円と、

まずまずの要望額で、更には、この秋の補正予算も期待し、総額、増額確保に改めて

要請を強めて参りたいと考えております。このことは、議会、促進期成会、関係４団

体の皆様の熱意とご尽力の成果であり、今後も予算確保に向けた活動と計画審査や、

法手続きに向けての、万全を期して参りたいと考えております。 

  本日の、常任委員会の報告事項の中で、保健事業の２５年度実績と、２６年度事業

計画書の提出をしていますが、町全体の政策事業調書を、ご存知のように作成してい

る訳でありますけども、その細部について整理したものであり、この保健医療福祉の

計画策定というのは、北海道、そして２次医療圏で行うことになっていますが、この

圏域においても、なかなか、この計画策定に進めていないところであります。しかし

ながら、今金町は既に、こういう計画策定をしておりまして、万全な対策を取ってい
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る訳でありますけども、今後におきましても、町の重要課題であるところの、医療費

増高対策等に連動した事業推進に努めて参りたいと思います。 

  国保病院につきましては、この間、休診しておりました小児科外来を、１０月から

週２回診察再開することになりました。しかしながら、常勤医師１名が欠員となって

おり、この間、非常勤医師をお願いしておりますが、９月末をもって契約が終了とな

ります。そして、１０月以降につきましては、いまのところ八雲総合病院に派遣要請

をしているところでありますが、これからも常勤医師確保に努めて参りたいと思いま

す。 

この後につきましては、提出議案の説明を所管課から行わせますので、ご審議を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

    ◎開会の宣言 

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、

総務厚生常任委員会を開会いたします。 

  ９月定例会に提案する案件について、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） こんにちは。 

  ９月定例会に提案を予定しております議案につきましては、２０件であります。 

その内訳につきましては、同意案件が１件、人事案件での候補者の推薦を諮問させ

ていただくものが２件、新条例を制定しようとするものが３件、地方自治法の規定に

より構成市町村議会の議決を求めるものが１件、次に、平成２６年度の一般会計を始

め各特別会計の補正予算が５件、それと、地方自治法の規定に則り平成２５年度の決

算認定をお願いするものが、一般会計を始めとして各特別会計での８件、以上、この

計で２０件であります。 

それでは、補正、それから決算関係については除きまして、同意案件以下、議案の

提案理由をご説明いたします。 

  同意第１号でありますが、今金町教育委員会委員の任命についてであります。平成

２６年９月３０日をもって任期満了となります平井祥元委員の後任の任命について、

議会の同意を求めようとするものであります。 

  諮問第１号、第２号は、同じく人権擁護委員候補者の推薦についてであります。ど

ちらも、平成２６年１２月３１日をもって任期満了となります。諮問１号では、阿知

波一道委員の後任の推薦について、諮問第２号では、小田島照枝委員の後任の推薦に

ついて、お願いをするものであります。 

  議案第１号、今金町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

の定める条例制定について。 

議案第２号、今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例制定について。 

議案第３号、今金町家庭的保育事業の設備等の設備及び運営に関する基準を定める
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条例制定について。 

  これら３件の議案につきましては、提案趣旨の根本が同意でありますので、一括を

してご説明いたします。平成２７年４月に施行予定の、子ども子育て支援新制度の制

定に伴いまして、議案第１号では、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業を行う

事業者が、給付費を受けるための運営に関する基準を、町が定めるものと、議案第２

号、議案第３号では、更に、児童福祉法の一部改正を受けて、議案第２号では、放課

後児童健全育成事業を行う際の設備及び運営に関する基準を定めるものと、議案第３

号では、家庭的保育事業を行う際の設備及び運営に関する基準を定めるものという３

件でございます。 

  議案第４号では、北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。本組合の組織に新たに、根

室北部廃棄物処理広域連合が加入することに伴う規約の変更について、地方自治法の

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。 

  以上であります。 

  どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

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。 

  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いたします。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 前段、お願いがございます。 

  実は、このマイナンバー制度の資料等もつけておりまして、これは、説明もあるの

でありますけども、前後して申し訳ございませんが、合同委員会の開催を、この委員

会ののちにお願いをしようと思っておりますので、できれば、その席で一括してご説

明をさせていただきたいので、本席においての説明を省略させていただきたいのであ

りますが、ご配慮をお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 今の説明のとおり、マイナンバーの部分が、皆様のお手元に

あると思いますけども、これを合同委員会で説明をするということで、総務厚生常任

委員会では説明を省略して、合同委員会で説明するということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（上村義雄君） では、そのようにさせていただきます。 

  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、

岸補佐が説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほど、副町長からもありましたけども、３番の社会保障・税番号制度（マイナン

バー）に係る説明は省略ということで、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。 



- 7 - 

 

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提出の資料に基

づいて説明させていただきます。 

  先ほど、副町長、課長の方から説明があったとおり、社会保障・番号制度に係る説

明につきましては、合同委員会での説明とさせていただきますので、説明事項２点、

報告事項２点となりますので、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４号の、北海道市町村職員退職手当

組合を組織する団体の増加及び北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

でございます。 

  変更の内容としましては、本組合に、根室北部廃棄物処理広域連合が加入すること

に伴い、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

  改正内容としましては、別表（根室）の項中、中標津町外２町葬祭組合を、中標津

町外２町葬祭組合、根室北部廃棄物処理広域連合に改めるものでございます。下段に、

新旧対照表を掲載してございますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

  ２ページ目をお開きください。 

  ２ページ目でございますけれども、平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要に

ついてでございます。 

  一般会計補正予算第３号について、補正前の額、５２億３，５０５万５，０００円

に、補正額、１億４２６万３，０００円を追加して、補正後の額を、５３億３，９３

１万８，０００円とするものでございます。右側の表をご覧ください。９月補正につ

きましては、基金による財源調整はございません。 

  一般会計補正予算第３号の歳入歳出一覧についてですけども、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。 

  町税、５４２万７，０００円の追加は、固定資産税の追加でございます。地方交付

税、４，８４５万円の追加は、普通地方交付税による追加でございます。分担金及び

負担金、１，４８５万円の追加は、農業経営高度化促進事業受益者負担金による追加

でございます。国庫支出金、４８７万６，０００円の追加は、社会保障・税番号制度

システム整備補助金の追加が主なものでございます。道支出金、２，１３３万６，０

００円の追加は、農業経営高度化促進事業補助金の追加及び保育緊急確保事業費補助

金の追加が主なものでございます。繰入金、２７３万２，０００円の追加は、公共施

設整備基金繰入金の追加でございます。町債、５７０万円の追加は、臨時財政対策債

の追加でございます。 

  続いて、右側の表の歳出でございますけれども、総務費、８６１万円の追加は、財

産管理費において、土地売払変換金の追加。企画費において、今金町デマンドバス運

行事業費補助金の追加。住民活動推進費において、地域集会施設維持管理費補助金の

追加。電子計算費、賦課徴収費、戸籍住民基本台帳費において、社会保障・税番号制

度システムに係るシステム改修業務委託料の追加が主なものでございます。民生費、
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１４８２万６，０００円の追加は、障がい者特別対策費において、国庫負担金等の精

算返還金の追加。就学前子育て支援施設支援費において、保育士等処遇改善臨時特例

事業補助金の追加が主なものでございます。衛生費、９３９万１，０００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。労働費、８０４万１，０００円の追加は、労働諸費において、季節労働

者就労対策事業委託料の追加でございます。農林水産業費、３，９５７万円の追加は、

土地改良費において、８月の大雨災害に係る修繕料の追加。国営緊急農地再編整備事

業推進費において、農業経営高度化促進事業補助金の追加が主なものでございます。

商工費、１，７２２万７，０００円の追加は、商工総務費において、住宅リフォーム

助成事業補助金の追加。観光費において、ピリカスキー場及びレストハウス関連修繕

料及び備品購入費の追加でございます。土木費、１，１９０万の追加は、道路維持費

において、８月の大雨災害に係る、日進狢岱法面補修工事外の追加が主なものでござ

います。公債費、４８３万４，０００円の減額は、地方債利子の減額が主なものでご

ざいます。 

  次に、３ページ目をご覧ください。 

  ３ページ目でございますけども、一般会計補正予算第３号の総務財政課所管の概要

でございます。 

  まず、歳入でございますけども、８款地方特例交付金、１目地方特例交付金におい

て、１９万１，０００円の減額は、地方特例交付金で、交付額の確定によるものでご

ざいます。９款地方交付税、１目地方交付税、４，８４５万円の追加は、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款国庫補助金、５目総務

費国庫補助金、５２３万５，０００円の追加は、社会保障・税番号制度システム整備

補助金交付額確定によるものでございます。１６款寄附金、１目一般寄附金、４万円

の追加は、一般寄附金で、ふるさと納税５件分の追加でございます。１７款繰入金、

３目公共施設整備基金繰入金において、２７３万２，０００円の追加は、公共施設整

備基金繰入金で、あったか団地１区画土地売却返還金でございます。これは、平成２

３年４月に購入した所有者から、事情により土地返還の申出があったことから、購入

金額の９５％を返還するものでございます。 

  続きまして、４ページ目をお開きください。 

  引き続き歳入でございます。２０款町債、１目臨時財政対策債、５７０万円の追加

は、臨時財政対策債、平成２６年度発行可能額確定によるものでございます。 

  続いて、歳出でございます。 

  ２款総務費、５目財産管理費、償還金利子及び割引料、２７３万３，０００円の追

加は、先ほど歳入でご説明いたしました、土地売払返還金、あったか団地１区画土地

返還分でございます。１１目電子計算費、役務費において、１７万３，０００円の減

額は、手数料で、執行残でございます。委託料、８６万４，０００円の追加は、団体

内統合宛名システム改修業務委託料で、こちらは、社会保障・税番号制度に係るシス

テム改修による追加でございます。備品購入費、２１１万５，０００円の減額は、備
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品購入費で、執行残でございます。負担金補助及び交付金の追加は、６６万３，００

０円、中間サーバー・プラットフォーム利用負担金で、こちらも、社会保障・税番号

制度に係るシステム改修による追加でございます。 

  続いて、５ページ目をご覧ください。 

  同じく、２款総務費、２目今金町農業委員会委員選挙費、補正額２６９万２，００

０円の減額は、こちらの方は、執行額の確定に伴う需用費の減額によるもので、全て

執行残となっております。内訳として、報酬において、６７万６，０００円の減額。

職員手当等において、９６万７，０００円の減額。賃金において、１３万円の減額。

報償費において、６３万円の減額。旅費において、８，０００円の減額。需用費にお

いて、１８万６，０００円の減額。役務費において、８万円の減額。負担金補助及び

交付金において、１万５，０００円の減額となってございます。１１款公債費、１目

元金、償還金利子及び割引料、１１３万３，０００円の追加は、地方債元金償還金の

利率見直しに伴うものでございます。２目利子、償還金利子及び割引料、５９６万７，

０００円の減額は、地方債利子の利率の確定及び見直しによるものでございます。 

  以上、予算の説明を終わります。 

  次の、６ページ、７ページ目につきましては、社会保障・税番号制度に係るシステ

ム改修の概要ですけれども、合同委員会での説明とさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  ８ページ目をお開きください。 

  ８ページ目からは、報告事項となってございます。 

  まず、１点目は、報告事項１、資料１、平成２６年度今金町普通交付税算定総括表

について、ご説明いたします。 

  なお、平成２６年度と２５年度の差引につきましては、当初算定の比較となってご

ざいます。 

平成２６年度においては、基準財政需要額の個別算定経費、以下５項目について算

定しております。 

中段にあります、（ア）＋（イ）ウの欄にありますけれども、今年度の基準財政需

要額は、３２億５，７０９万１，０００円、１億１，１３３万５，０００円、３．３％

の減となってございます。 

続きまして、基準財政収入額ですけれども、（エ）＋（オ）カの欄で、５億６，２

１０万６，０００円、１，０２０万９，０００円、１．８％の増となってございます。 

基準財政需要額のウの欄から、基準財政収入額カの欄を差し引いたものが、交付基

準額となり、２６億９，４９８万５，０００円、１億２，１５４万４，０００円。４．

３％の減となってございます。 

平成２６年度の主な増減要因及び改正点でございます。 

道路橋りょう費の減につきましては、面積及び延長の減によるもので、前年対比２，

８８９万４，０００円の減。地域振興費の減につきましては、単位費用の減によるも

ので、前年対比２，９２４万円の減。包括算定経費の減につきましては、こちらの方
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も単位費用の減によるもので、算定額において、前年対比２，９７０万円の減となっ

てございます。地域の元気創造事業費の新設による増につきましては、算定額４，２

４３万５，０００円の増となっており、これは、地域経済活性化に取り組むための財

源として新設され、算定に当たっては人口を基本とした上で、各地方公共団体の行政

努力や、経済活性化の成果指数を反映させたものになってございます。 

９ページ目をご覧ください。 

９ページ目、資料２につきましては、平成２６年度普通地方交付税檜山管内の状況

となってございます。これは、決定額となってございます。 

平成２６年度につきましては、檜山管内の全町で減少となっており、今金町におい

て、２６億９，２４０万４，０００円、１億２，１８９万７，０００円、４．３％の

減となっており、檜山管内の計としましては、１８６億４，６３２万２，０００円、

６億２８２万９，０００円、３．１％の減となってございます。 

２番目の、今金町普通地方交付税の決定額の推移を表記してございますので、後ほ

どご覧ください。 

以上が、普通交付税の説明でございます。 

続きまして、１０ページ目をお開きください。 

報告事項２、資料３につきましては、平成２５年度健全化判断比率等の状況となっ

てございます。 

２５年度の決算数値をもとに、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては

算出されませんでした。 

実質公債費比率につきましては、８．５％となってございます。前年度の９．１％

と比べると、０．６ポイント減少しております。実質公債費比率が、昨年より下がっ

た主な要因は、一部事務組合の起こした地方債に充てたと認められる負担金の減及び

交際費に準ずる債務負担行為に係るものの減が主な要因となってございます。 

また、将来負担比率につきましては、算出されませんでした。 

下段ですけれども、公営企業における資金不足比率につきましては、各会計とも比

率については、算出されませんでした。 

１１ページ目、１２ページ目につきましては、健全化判断比率等の算定方法の概要

を記載しておりますので、後ほどご確認お願いいたします。 

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。 

  日置委員。 

〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。 

  ８ページの、普通交付税のところの、道路橋りょう費の減というところなのですけ

ども、前に、国営が始まったら道路が減るということで、一時、交付税が減るという

話を聞いていたのですけども、今回、これの中に、それは含まれているのでしょうか。 
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〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 委員の仰るとおり、今回、国営事業の絡みで、町道を

認定から落とした分が反映された数字となってございます。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 

  ４ページを、お願いしたいと思います。 

  財産管理費の関係でありますが、あったか団地の売却、今、現在の残区画数、それ

と、今、現在での、見込み。予約があるのかどうか。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） あったか団地につきましては、２６区画ございまして、

１３区画が売却ということでございました。今回、１区画返還ということになります

ので、１２区画ということになります。 

  現在のところ、購入等の問い合わせ等がない状況にあります。 

  以上であります。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） この区画残の関係でありますけども、これからの取り組みとし

て、町民にどのようなＰＲをするのか。見える限りでは、違うところに建設されてい

る方も見受けられます。これからの、１２残区画を、やはり、早く売るような、そう

いう手法を取っても良いのかなと思いますけども、その辺、考えがあれば、お願いし

ます。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 昨年も、広報活動といたしまして、広報誌によるＰＲ

をさせていただきました。 

  なかなか、売れ行きが悪いということで、今年も、そのようなＰＲ活動を進めてい

きたいなと考えております。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 他、ありませんか。 

  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します。 

  課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） こんにちは。 

  まちづくり推進課から提出しています資料は、この度、説明事項１件、報告事項２

件であります。 

  説明においては、山田補佐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） 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。 
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  それでは、私の方から、まちづくり推進課所管分の補正予算概要について、ご説明

いたします。 

  資料１ページをご覧ください。 

  まず、歳入です。 

  １９款諸収入で、５０万円の追加は、北海道市町村振興協会が行う、いきいきふる

さと推進事業助成金に対し、今金町ご当地グルメ推進事業が助成決定したことに伴う

追加でございます。 

  次に、歳出です。 

  ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費で、１５４万９，０００円の追加は、今

金町デマンドバス運行事業費補助金であります。 

この事業の内容につきまして、資料３ページの政策事業調書をご覧ください。 

  この事業は、新たな地域公共交通としてデマンドバスを導入することにより、交通

不便地域の解消を図り、地域住民の足を確保し、外出支援や、利便性の向上に資する

ことを目的に実施いたします。 

  運行する地域は、昨年度、実証実験を行った、八束・白石地区で、１０月から本格

運行しようとするものであります。 

  事業主体は、今金町地域公共交通維持改善協議会で協議し、有限会社東ハイヤーに

決定いたしました。 

  利用料として、デマンドバス利用者は、１回の乗車につき、２００円負担していた

だきます。行き帰り乗車した場合は、合計４００円の負担となります。 

  補助金の内訳といたしましては、運行にかかる経費から、利用者の収入を差し引い

た分が、補助対象経費となり、その２分の１を国が補助し、残りの２分の１を町が補

助するものであります。 

  平成２６年度は、１０月からの運行なので、半年分の補助金を、今回、計上してお

ります。 

  デマンドバスの愛称を、広く町民に募集したところ、４８件の応募があり、その中

から協議会で協議し、予約バス、ルンるん号に決定いたしました。 

  資料４ページと５ページは、ルンるん号の時刻表となっております。後ほど、ご覧

いただきたいと存じます。 

  資料１ページに戻りまして、７目住民活動推進費、１９節負担金補助及び交付金で、

３００万円の追加は、地域集会施設維持管理費補助金であります。当初予算で、３施

設分の補助を見込んでおりましたが、既に、３施設の交付決定を行っており、今後、

３施設の申請予定があることから、追加しようとするものであります。既交付決定の

施設は、八束初田会館、金原宮前会館、上稲穂会館であります。２５節積立金で、４

万円の追加は、ふるさと創生基金積立金であります。ふるさと納税が５件あったこと

から、追加しようとするものです。 

  資料２ページをご覧ください。 

  ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費は、後ほど、消防署佐々木次長がご説明
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いたします。３目災害対策費、１４節使用料及び賃借料で、７万５，０００円の追加

は、排水ポンプ借上料であります。これは、先般の大雨により、豊田樋門において、

排水ポンプを稼働したことによる借上料です。８月５日と８月１９日の、２回稼働し

ており、合計分として、今回、計上しております。 

  次に、報告事項の１番、平成２６年８月の大雨災害被害状況等について、ご説明い

たします。 

  資料６ページをご覧ください。 

  ８月は、３回の大雨による被害がありました。 

  まず、８月５日の発達した低気圧による大雨災害について。 

９時半に大雨洪水警報が発令されました。今金水位観測所で、水防ダム待機水位の

１１．４メートルを超え、１１．４２メートルに達しました。 

  １２時２５分、豊田３号樋門内の水位が上がってきたことから、今金河川事務所に

排水ポンプ２台の稼働を要請いたしました。状況は７ページの写真をご覧ください。 

  その後、雨足が弱まり、水位も下がってきたことから、１８時１０分、排水ポンプ

２台を停止し、大雨洪水警報も１９時１１分に解除となりました。 

  この雨による土木被害や、農業被害はありませんでした。 

  次に、１０日から１１日にかけての、台風１１号による大雨被害状況についてであ

ります。 

  １０日、２０時２２分、大雨洪水暴風警報が発令され、情報収集と連絡体制確保の

ため、管理職員が交代で明朝まで待機いたしました。 

  １１日、５時４２分、大雨洪水暴風警報は解除されましたが、今金水位観測所で水

位が、１１．４４メートルに達したことから、防災担当職員を招集し、現場の巡廻や、

情報収集に当たりました。 

  １０日から１１日にかけての土木被害は、風倒木による町道通行不能が３件、町道

の路面洗堀及び側溝変則が５件ありました。町直営による復旧対応で完了したことか

ら、北海道への被害報告は行っておりません。 

  一方、農業被害は、ビニールハウスの破損が５件あり、その被害額は、３４万３，

０００円となっております。こちらは、被害報告を行っております。状況は、７ペー

ジの写真をご覧ください。 

  最後に、８月１９日の、発達した低気圧による大雨災害についてであります。 

  １９日の低気圧は、大雨雷注意報は発令されましたが、警報は発令されませんでし

た。 

  しかし、日進地区での雨量が多かったことから、オチャラッペ川の水位が上昇し、

八束初田地区が一部冠水いたしました。すぐさまポンプを手配し、排水を行っており

ます。状況は７ページの写真をご覧ください。 

  この間、逐次、豊田樋門を確認しておりましたが、水位が上昇したことから、１７

時３８分、排水ポンプ２台の稼働を要請いたしました。 

  その後、今金水位観測所も１１．３１メートルまで水位が下がり、豊田３号樋門も
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開門したことから、ポンプ２台の稼働を停止いたしました。 

  明朝には、青木高台で冠水の通報があり、こちらもポンプによる排水を行っており

ます。 

  １９日から２０日にかけての土木被害は、町道狢岱線法面崩壊があり、被害額は１，

１００万円となっております。 

  また、農業被害はビニールハウスの冠水がありました。 

  以上で、報告１を終わります。 

  次に、報告事項２、あったからんど井戸坑内検査の結果について、ご説明いたしま

す。 

  資料８ページをご覧ください。 

  平成２６年７月１５日、あったからんど井戸坑内検査を行い、原泉の温度などを調

査いたしました。 

  開設当初の揚湯温度は４６℃あり、道内屈指の強塩泉でありました。しかし、この

強塩泉が影響し、井戸ケーシング管の腐食が進行しております。その損傷箇所から低

温水が流入し、現在の温度は、３２℃から３４℃まで低下しております。 

  これを防ぐ方法といたしましては、ケーシング管の内側に内装管を設置し、低温水

の流入を防ぐ構法がありますが、ケーシング管が狭まるため、それに適合する水中ポ

ンプがなくなるため実施できません。また、ブラッシングやベーラーなどにより付着

したスケールを取り除くことも有効ではありますが、損傷個所を、今以上に広げる恐

れがあるため実施できません。 

  よって、今後は、揚水状況、揚水量・運転水位・温度・泉質などの観測結果を注視

し、これ以上、極端な揚湯温度の低下が見られる場合は、改めて検査・試験等を実施

し、井戸の揚湯特性を把握した上で、温泉の利用計画を見直す必要があると考えられ

ます。 

  資料の中に、３枚の写真を掲載いたしましたので、それぞれご覧ください。 

  以上で、まちづくり推進課所管分の説明を終わります。 

  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。 

〇消防署次長（佐々木裕市君） こんにちは。 

  ９款消防費の、檜山広域行政組合負担金、６８万６，０００円の減額について、内

容を説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  消防署経費において、１９万９，０００円の追加は、救急救命士による処置拡大２

行為が、法制化されたことに伴うものであり、今年度、行政組合において、今金消防

署の割り当てが２名となっているため、２名分の旅費で、１２万９，０００円、負担

金補助及び交付金で、７万円を追加するものであります。 

  なお、拡大する処置について、１つは、心肺機能停止前の重症傷病者に対し、静脈

路確保及び輸液を行うこと。２つ目は、意識障害を起こし、低血糖が疑われる傷病者
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の血糖測定と、低血糖発作奨励のブドウ糖溶液の投与となっております。 

  続いて、消防団経費において、８８万５，０００円の減額は、備品購入費で、５万

４，０００円の減額で、小型動力ポンプ購入に伴う執行残であります。負担金補助及

び交付金で、３万１，０００円の減額は、６月補正において、９２万円追加補正させ

ていただきました、婦人防火クラブの広報聴覚資機材整備事業での執行残であります。

また、消防団経費おいて、８万５，０００円の減額ではありますが、一番下段にあり

ます、歳入で、檜山広域行政組合分として、婦人防火クラブの広報聴覚資機材整備事

業に対し、コミュニティ助成事業として、８０万円が助成金として雑入で入っており

ますので、その分を、町負担金から差し引いて、８８万５，０００円の減額となって

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。 

  日置委員。 

〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。 

  ちょっと、所管は違うと思うのですけども、町長が居りますので、お聞きしたいの

ですけども、８月の１９日の大雨のときに、足利さんが、ハウスに水が入りそうにな

った時点で、お願いしたのですよね。でも、準備するのに、どうしても、冠水してし

まったのですけども、ずっと、あそこの川底を下げて欲しいということで、自治会を

とおして、いつも、要望しているのですけども、そこは、なかなか、すぐということ

にはならないと思うのですけども、引き続きお願いしたいのですけども、これは、結

局、川かさが上がってきて、水かさが上がってきて、樋門を閉じることになるのです

よね。そしたら、下げた方から、山の方からきたやつが増えて、ハウスの方に行って

いるのですけども、早めに汲み出せれば、まだ、川は溢れている訳ではないので、被

害は食い止められるのですけども、毎年なのですよ。ここの南川さんと足利さんは。

ここに、町で堤防を走れるようなポンプ車なり、そういうのを持ったらどうかなとも

思うのですけども、この小さい樋門に１つずつポンプを付ける必要も、電源がないの

で大変だと思うのですよ。何かいい方法はありませんか、町長。毎年、こういう被害

があって、結局、大して、保険も降りている訳ではないので、大変なのですよね。８

０ミリくらい降ったら必ず冠水しているという状況なのですよ。 

〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） いろいろなことで被害を受けられている方が居るということ

については、心よりお見舞いを申し上げるところではあります。 

  日置委員が仰ったように、どちらかというと常習的になるのが、通年流になってい

る。それは、特に、豊田のところなんかは、そういうこともあり、本来は、排水機場

ということでお願いした部分がありますけども、ああいう形になっていっている訳で

ありますが、そのような形で、あそこは非幹線にもなっている部分の、堤外になる部



- 16 - 

 

分で、今回の八束の部分については、水量が、雨量が極端に、旭台その他で、利別川

の左岸地区で、爆発的な降り方をしたということで、オチャラッペの水位が３メート

ルくらい上がっているのですよね。現実的に。それが、１番、結局、逆流する訳です

から、樋門を止めざるを得ない。止めると、滞水をする、だから、吐かなければいけ

ない。これは、当然、そういう形になっている訳です。 

今回の部分については、恐らく、その他に、排水等の部分も飲みきれなかった部分

もあるかなと思っておりました。今、言われたように、その箇所、その箇所に適合し

た対策を、常時、取っていければ良いのではありますけども、なかなか限られた中で

動いている部分ではありますので、今、言われたことも頭に入れながら、今後も、一

刻でも早く対処ができるように、当然、私たちも考えていかなければなりませんし、

また、自身でも、それなりのガードをしていただくこともお願いをしなければならな

い部分だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 今の副町長の答弁に尽きる訳でありますけども、実は、私も、

職員のときに、災害対策、企画をやっていたときにですね、いの一番に情報があって、

駆け付けたのが、足利さんの、今の状況にある訳です。沢からきていると。 

非常に困難なのは、当時は、できれば、床を下げてくださいという話もあった部分

もありますけども、結果的には、今、副町長が言ったように、あの水系全体を考えて

いかなければいけない。あれが、直接に、土地改良区で管理している、あれから、下

の方に流れる系統があるのであれば、処置できる要素がありますけども、どうしても、

あそこに全部集まってしまうと。そうすると、今回みたく、水かさが上がると、止め

てしまえば、全体的に、そこだけではなくて、どんどん、どんどんと、隙間を縫って、

足利さんの方に行ってしまうという、今回も、ごく普通に考えれば、自然に、雨量が

多ければ、行かざるを得なかった災害になる訳であります。でも、また、あの辺で止

めても、また、その上が冠水するという、重なる要素があると。抜本的に考えるとす

れば、川の断面を広げる、広げて深くするにしても、少しは時間は長持ちしますけど

も、結果的に、オチャラッペの全体の水位を落としていかなければ、抜本的な解決に

はならないとすれば、非常に、頭の痛い部分かなと。そういう面では、雨が降る度に、

田代川を含めて、あるいは、豊田川を含めて、あれも、私も、溜まったときに、要請

した経過がある訳でありますけども、排水ポンプで対策を取っていただいたという部

分がある訳でありますが、今、言ったように、流域全体の問題を捉えながらもですね、

なんとか。 

今回も、もしかしましたら、あれだけの落差がありますから、土地改良区の方と相

談をしながら、もう少し、水はけを良くすれば、今後の防止につながるのであれば、

そういう協議・相談なんかも、当然、管理者としていかなければいけないのかなと、

改めて、今回、報告を聞いたりして、結果的に、操作の部分の影響もあったのかなと。

悪かったということではなくて、早めに対応したことが、逆に、水かさが、どんどん、

上がってしまった。それくらいの雨量であったということが、今回につながったとす
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れば、その辺のことも含めてですね、協議をして参りたいと考えております。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 

  ８ページ、お願いしたいと思いますが、あったからんどの井戸の坑内検査の結果報

告がされました。 

  今後については、改めて検査、あるいは、試験を行う。更に、利用計画を見直す必

要があるということですが、具体的に、お知らせをいただきたい。 

〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 今、これについて、休憩をいただいて、休憩の中で追加の説

明をさせていただきたいと思っておりました。 

  是非、ご配慮をいただきたい。 

  課長の方から、もう少し細かく、説明を追加させますので。 

〇委員長（上村義雄君） 休憩いたします。 

 

  休憩 １４時２７分 

開議 １４時３７分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  まちづくり推進課の部分で、皆さんから他に質疑ありませんか。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 山本です。 

先ほど、国営事業も南地区も着工しますし、北地区も採択になりそうだということ

では、その努力に敬意を表するところなのですが、現実に工事をやってみて、つくづ

く思うことがあるのですね。特に、洪水時。小さなダムができるということになりま

した。水田全部に。１，１００いくらくらいの。かつては、田んぼに小さなあぜがあ

って、完備していないものですから、流れてしまったのですよ。これも、現実に、４

５センチの高さは、ほぼ、ないと思う。概ね、１ヘクタールちょっとのダムになるの

ですね。放水口が２カ所なのですよ。そこに、１００ミリを超える雨が降ると、ほと

んど、そこがダムになってしまうのですね。今も、ずっと、工事をやるたびに見てい

るのですが、横に流さないために、遮水のシートを張るのですよ、田んぼのあぜに。

段差ごとに。だから、１，１００ヘクタールの小さなダムができてしまうことになる

のですね。それが、今度は、ダムが、降ってくると同時に放すのです。ですから、い

っぱいになって溢れてしまうのです。農会さんは、農会さん、それから、河川は、河

川さんですから、考え方がそれぞれ別なのですね、開発も。だから、そこら辺も、初

めて、工事をやっていただいて気が付いたのですが、よほど、ちゃんとしなければ、

せっかくの土地改良が、ある意味、洪水地帯を作ってしまう。先ほど、同僚議員が仰

っていたのですが、同じような状況ができるとなれば、ちょっと心配があるのですよ。 
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したがって、その対応を含めて、農会さんばかりではなく、河川の方とも、十分に

協議をして、それに対応していかなければ、多分、以後、事故に対応できなくなるの

かなという、そういう気があります。 

何故かと言うと、長沼だとか、千歳川周辺がそうなのですね。土地改良の工事をや

った。ところが、皆、満水になってしまう。千歳川がいっぱいだから、今度は、あま

り上げると、住民被害と言うのですか、築堤決壊があるからと、河川さんの方もあま

り上げさせないという話を聞いています。 

ですから、最終的には、河川の掘削ですとか、そういう対応を早めにしておかなけ

ればだめなのかなという気がするのですよ。ですから、そこら辺で、きょう言ったの

は、土地改良区がメインで農家さんをやってくれるのです。河川の、それから、住民

の安心・安全の維持のためには、河川さんが一生懸命やってくれるのですけども、今

の対応の中では、たぶん、１，１００ヘクタールのダムができたときのことを考える

と、ちょっとこれは想定しないことが起きるのかなと心配なのですよ。だから、その

ことも十分に、中途半端な対策ではだめになってきたのかな。これは、千歳川が良い

例なのですが。 

結局は、河床を下げて、川の中の幅を広げて対応をしているというのですが、なか

なかそちらの方の事業が進んでいませんから、それは、行政側、あるいは、政治側の

ご協力をいただかなければできないかもしれませんけども、そういうグローバルな対

応が、今、求められてきたのかなという気がするのですね。 

機会があるごとに、皆さん方が、将来に向かっての、先ほど仰っていました、温泉

と、それから、公衆浴場と会計も同じなのですけども、そこら辺の整合性というのは、

どこでも起きうることなのですけども、結局は、想定しなかったことが起きるという

ことを含めると、たぶん、先ほどの、温泉も同じなのですが、あのように、塩分の多

い井戸なものだから、腐るだとか、腐食するだとかいうことを、たぶん、考えなかっ

たと思うのですね。だから、温泉地の名前で売ったのだけど、いざ、その対応すると

なると、公衆浴場にせざるを得ないのかという、そういう選択肢ができてくると思う

のです。全て、同じなのですけども、分かった時点で、そういう対応を早めにしてお

くことが、住民の安心・安全だとか、あるいは、住民サービスということにつながる

のだろうと思いますので、そこら辺の配慮を、なるべく早い内に、対応していただく

ことが、この町の将来に向かっての大事な、安心・安全、それから、経営的にも、心

配ない、災害に強い、あるいは、住民のためということを、選択肢に入れるのであれ

ば、そういう方法を、是非、早めにお考えいただいて、その対応策をしていただけれ

ばという思いがあるのですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 今、進めている事業を含めて、将来的な洪水対策を兼ねた質問

である訳でありますけども、非常にありがたいお言葉をいただいたところであります。 

  実は、私も、この、現在行っている事業のエリアの中でも、本当に心配しているも

のが、豊田の川に全部水が来ると。あそこに、いくら、現況の状況の中で釜場がはけ
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る状況にはないということで、今でも、諦めずに、強く、強く要請をしています。先

般も、改めて、今はそういう計画はないと言いながらも、私は諦めないという話をし

ています。 

  抜本的な対策を取るとすれば、手法としては、まずは、最低限行っていただきたい

という思いは、この国営事業に、道費河川、町費河川については、いわば、事業採択

にならない部分があるので、それは、大きなハードルになっている訳であります。で

も、そう言っても、山本委員が仰るとおり、豊田川も、まずは、河床を下げても結果

的に本流の水が高くなれば、意味はない訳でありまして、やるとすれば、河床を広げ

ていくということが、まず、１つの要素だと。河川断面というのですけども、河川断

面を広げるということで、この事業でやってくださいという話は、今、なお、諦めず

に行っております。 

  あと、町でどれだけできるかという問題にも。ご存知のように、そう言いながらも、

河原のすぐ横には、上流に向かって低いところがありますから、あそこは必ず冠水す

る訳でありますけども、その対策もどう取るかということについても、話をさせても

らっています。 

  それよりも、これから、設計をする段階の中で、是非、お願い申し上げたいと。こ

れも、しつこく言っておりますが、鈴金地区の山田さんの、上流の方に、小さい樋門

があるのですね。そちらの方に１本抜いてくださいというのが、私の持論なのです。

今も諦めずに、その要請をしています。そこで抜きますと、工事をやっている部分の

水が全部、そこではけるということになりますので。それから、近くの山が、そこで

拾う可能性があるので、極力、豊田の方の樋門の方にいかない部分を厳選するとすれ

ば、その対策が一番望ましいのですよという話をさせていただいています。これは、

諦めずに、また、これからも動いていきたいと思います。 

  もう１点は、北地区も同じ状況がある訳であります。毎度、議会でも報告しており

ますけども、チョッポシナイ川の水もそうなのです。結果的に、１本。ますます、高

台の方も整備をしますので、その排水対策をするとすれば、どうしても、抜ける道が

ない。抜ける道があって、あそこに道費河川と、町費河川がある訳でありますけども、

それも、道の方は、今のところは協力していただけないという状況にあって、難しい

局面のある訳でありますけども、これとて、町長としては、諦めずに、なんとかそれ

が行なえるような形を取れないかどうか。加えて、鈴岡の高台から目名川に下りると

ころについても、少しでも、緩衝できるような形の排水対策を取れないかという話を

させていただいています。 

整備すればするほど、ダムの機能として、貯水していただけると。保水していただ

けるという機能がある訳でありますけども、それを越してしまうと、一気に洪水にな

るという、委員が仰るような、良し悪しの機能がある訳でありますから、その対策の

ためにも、今、この国営の事業で支障が出るという状況にあれば、それは、是非、国

営で拾ってくださいと。それ以外の考えられる要素があるのであれば、抜本的な対策

として考えていかなえければいけないという話をさせていただきました。 
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加えて、これは、田代川もそうでありますけども、１０数年、２０年もかかって、

なかなか、田代川の改修ができない訳であります。上流の方は、町のエリアになる訳

でありまして、下の方からも、早く工事を進めてくださいという要請は、何度もして

いる訳でありますが、これも、後、数年で、田代の方に国営が入りますので、そう考

えた場合に、大きな、田代川の対策が取れなければ、そういう工事もできないので、

これについては、道についても、是非、協力願いたいという話もさせてもらっていま

す。整備すればするほど、排水、大排対策というものは、当然、付きまとう、それが

基本になる訳でありますから、今の、委員が仰ったようなことを弾みにして、議会か

らもそういう要請がありますよという声も付け加えて、是非、これからの国に対する、

様々な事業要請に取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番(山本 豊君) 決して、私共の地域だけということではないのですよ。日置委

員方の仰った地域も、やがてそういう地域の一部に入るのですね。区画が大きくなる。

そうすると、やがて、もっと被害が広がる。ですから、土地改良と同時並行でやって

いかなければ、水たまりができてしまったということになる。特に、水田というのは、

４センチくらいは良いのですけども、畑だとかハウスなんかの場合は、たぶん、だめ

になるのですね。だから、その対策をどういうふうに進めるのか、下流との、そうい

う、整合性と言うのでしょうか、ちゃんとはける体制を作るということが、防災も、

もちろん大事なのですけども、生活のことも含めて、ちゃんとしておかなければだめ

なのかなと。別に、お考えがだめだということではないのですよ。工事と喫緊に並行

してやっていかなければ、工事はできたのだけども、生産が上がらない地域、しかも、

生産がマイナスになる、あるいは、冠水するということになると大変だなという思い

があるのですよね。せっかく、やってくれた事業が、町のためになったのか、ならな

かったのかという話になっては、元も子もない話ですから。そういうことも含めて、

一番、良く分かるのは、現場に行ってみたらそうなのですね。今、工事の途中だから、

あぜを切るのですよ。切って、水を流すのですよ。工事をやっている人方は、めちゃ

めちゃにしたくないものだから、ホースを入れるのですけども、できた段階ではどう

なるか。実は、きょうも、地区で、計画の話し合いをやっているのです。交流センタ

ーで。私共は、あくまで土地改良をと。もちろん、そうなのですよね。だから、これ

しか考えることはできませんと言うけども。後は、防災を含めて、そういう、全体を

上げて、洪水対策と言いますけども、排水対策をちゃんとしなければ、平常時の排水

というのは、水を抜くための暗渠をやっているものですから、それは良いのだけども、

今度は、それがいかなくなってしまうという弊害が、反対にできてくる。壊すという

方法で地下からかんがいするというと、今度は、それが、今までは、地下に抜けば、

ばっといったのだけど、それができない作りに。それが良いか悪いかということでは

ありませんよ。農業の仕組みとしては、とても良い方法なのだけども、そういう洪水

対策なんかになると、ちょっと心配だなという思いがあるものですから、同時並行で
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やるように、これは、思いですから、当然、皆さん方が考えていることは、十分承知

の上なのですけども、皆が、この町の将来を良くするためにという手法の１つとして、

お考えをいただければという思いです。別に、今、答弁してくれということではあり

ませんから。そんなことで、その思いをお願いしたいと。 

〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） この排水対策の部分の中で、一番ネックになるのは、その流域

の幹線の排水路の上流と下流の方々の調整なのですよ。上流の人方は速やかに流れる

のですから、そうではないけども、下流の人方は被害を受けると。下流の人方が声を

大きくする。なんとか協力してくださいと。時には、整備すればするほど勢いが増す、

いろいろなところを遊んでいた水が一気にくると。そうすると一気に被害が出るので、

結果的に下流の方が被害が大きくなるのではないかという、被害妄想みたいな形にな

る要素の声もあって、国営の調査研究を、この５年間の中で、断念した地域もあるの

ですよ。実は。上流部の理解が得られなくて、下流部の方々がいくらお願いしても、

それが叶わなかった部分があって、また改めた調査設計に取り掛かるという状況があ

る訳でありますけども、本当に微妙な問題がある訳でありまして、今、言われたよう

なことを解決するとすれば、その排水に関わる方々全体の協力もいただいてやってい

くということも、まず、大前提になると。そのことを理解していただかなければなら

ない。豊田の排水もそうですけども、今、なお、そうではありますが、あの近くの方々

も、雨が降ったら必ず、朝、晩関係なく見に来る訳でありますけども、遠い方々は、

なかなか、現状を見に来れないものですから、なかなか、理解できない。本当に冠水

して初めて、心配をしてくれる部分がある訳でありますけども、こういう事業を通じ

て、そういうことから、排水路の経路を含めたり、対策というのは重要な要素がある

と思いますので、改めて、また、期成会を通じて、それから、私の方から通じて、い

ろいろと要請なんかもして、なんとか、排水対策に活かせるような形を取らせていた

だきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  以上で、まちづくり推進課の質疑を終わります。 

  ３時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時５４分 

開議 １５時０５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。 

  税務住民課長、西君。 

〇税務住民課長（西 勝明君） こんにちは。 

  税務住民課からは、説明事項１件、報告事項２件を、提出資料に基づきまして、松

村補佐の方から説明いたしますので、よろしくお願いします。 
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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） こんにちは。 

  税務住民課からは、説明事項、平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要につい

て。報告事項として、平成２６年８月末現在の町税等収入状況、収納率について。２

件目、平成２６年度渡島・檜山地方税滞納整理機構引受件数、引受額及び収納状況に

ついてを説明します。 

  １ページ目をご覧ください。 

  平成２６年度一般会計補正予算第３号の税務住民課所管分の概要について、説明い

たします。 

  歳入から。 

  今回の歳入補正は、町税の賦課確定によるものです。固定資産税で、５４２万７，

０００円の追加は、主に、機械及び装置などの償却資産が当初見込みより増加したも

のであります。 

  続きまして、歳出について。 

  税務総務費、５２万９，０００円を追加しようとするものは、賃金で、確定申告等

に係る臨時事務員賃金であります。賦課徴収費で、１５１万２，０００円を追加しよ

うとするものは、委託料で、社会保障・税番号制度に係るシステム改修による、地方

税務システム改修業務委託料であります。次に、戸籍住民基本台帳費で、２７０万円

の追加は、委託料で、先ほどと同様に、社会保障・税番号制度に係るシステム改修に

よる、住基ネットワークシステム改修業務委託料であります。 

  続きまして、２ページ目をご覧ください。 

  平成２６年８月末現在の、町税等収入状況、収納率について、ご説明いたします。 

  普通税（１）から、各科目ごとの現年分と滞納分を合わせた、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、７，２５２万９，４３３円、収納率は、３

７．４％であります。 

  法人町民税につきましては、収入済額、１，３０１万６，８００円で、収納率は、

９７．９２％であります。 

  固定資産税につきましては、国有資産等公金を含めた収入済額、１億６，３５６万

８，６４３円、収納率は、６６．８３％であります。 

  軽自動車税につきましては、収入済額、１，１４１万４，３００円、収納率は、９

６．２５％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は、収入済額、２億５，９５９万９，４５５円、収納率は、

５８．４％であります。 

  滞納分計といたしましては、収入済額、９２万９，７２１円、収納率は、４．６４％

であります。 

  普通税（１）の合計といたしましては、収入済額、２億６，０５２万９，１７６円、
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収納率は、５６．１５％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、１，９４３万６，１６９円。 

  入湯税につきましては、収入済額、６７万１，８００円であります。 

  次に、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、２，３０２万３，６４９円、収納率は、

３５．７７％であります。 

貸地・貸家料につきましては、収入済額、１，１０５万６，５２３円、収納率は、

５５．７４％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、５，１９０万１，９３３円、収

納率は、１７．９７％であります。 

内訳といたしましては、一般分で、収入済額、４，８８７万１，０３３円、収納率

は、１７．４３％であります。退職分につきましては、収入済額、３０３万９００円、

収納率は、３５．４７％であります。 

現年分計につきましては、収入済額、４，９０４万３，１５０円、収納率は、２０．

９３％であります。 

滞納分計につきましては、収入済額、２８５万８，７８３円、収納率は、５．２４％

であります。 

続きまして、３ページ目をご覧ください。 

平成２６年度渡島・檜山地方税滞納整理機構引受件数、引受額及び収納状況につい

て、ご説明いたします。 

下段の方になりますが、本年度は８名、金額については、２３３万８，５２６円を、

当該整理機構に移管しております。 

７月末では、収納額、６８万１，９００円、収納率、２９．１６％となっておりま

す。 

この他に、延滞金収入、１８万１，１１９円もあります。 

実質収入は、８６万３，０１９円となりました。 

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。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 

  １ページ目の、歳出の関係でありますが、臨時事務員の賃金でありますが、これは

時間給なのか。時間給であれば、単価はいくらの設定なのですか。 

〇委員長（上村義雄君） 税務住民課長、西君。 

〇税務住民課長（西 勝明君） １日当たり、単価が６，４７０円です。 

〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員。 
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〇５番（芳賀芳夫君） これは日給という理解でよろしいですか。８時間労働の単価を

かけたのとは違うのですか。日給の単価ですか。 

〇委員長（上村義雄君） 税務住民課長、西君。 

〇税務住民課長（西 勝明君） 今の、６，４７０円は日給でございます。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  休憩いたします。 

休憩 １５時１６分 

開議 １５時１７分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  その他に、ありませんか。 

  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いたします。 

  保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 保健福祉課所管の総務厚生常任委員会資料につきまし

ては、各担当より説明をいたさせます。 

  始めに、諸戸補佐より説明をさせますので、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、２、３、補正予算に

ついて、ご説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算第３号の保健福祉課所管概要についてでございます。 

  まず、歳入からですけども、１３款、２項、１目、民生費国庫補助金、１４万５，

０００円の追加は、社会福祉補助金で、障がい者地域生活支援事業補助金でございま

す。実績による前年度精算分でございます。１４款、２項、２目、民生費道補助金、

４４万円の追加は、児童福祉補助金で、ひとり親家庭等医療給付事業補助金で、医療

給付費の増によるものでございます。１９款、４項、３目、過年度収入、４９万８，

０００円の追加は、社会福祉負担金過年度収入分で、障がい者自立支援給付費道負担

金等過年度収入が、３１万円の追加、障がい児施設給付費道負担金等過年度収入が、

１８万８，０００円の追加で、いずれも、実績による前年度精算金でございます。 

  ２ページをお開きください。 

  次、歳出です。３款、１項、１目、社会福祉総務費、３０万５，０００円の追加は、

賃金で、９万７，０００円の減額、これは、臨時事務員の賃金の減額で、臨時福祉給

付金事務に伴う減でございます。役務費、１３万４，０００円、手数料の追加で、臨

時福祉給付金振込手数料の追加でございます。委託料、３万２，０００円の減額は、

臨時福祉給付金システム導入委託料で、契約による執行残でございます。１９節、負

担金補助及び交付金、３０万円の追加は、社会福祉法人光の里への補助金で、新施設

落成に伴う福祉講演会経費の補助金でございます。２目、老人福祉費、８８万円の追
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加は、負担金補助及び交付金で、５万２，０００円の追加。在宅福祉サービス事業運

営費補助金で、５万２，０００円の追加、これは、扶養手当増によるものでございま

す。償還金利子及び割引料、３，０００円の追加は、老人保健交付金返還金で、実績

による精算返還金でございます。繰出金、８２万５，０００円の追加は、介護老人保

健施設特別会計繰出金で、２１２万６，０００円の追加。介護保険特別会計繰出金で、

１３０万１，０００円の減額となってございます。 

  次、３ページです。 

  ３款、１項、３目、障がい者特別対策費、９５８万５，０００円の追加は、委託料

で５４万円の減額。障がい者福祉サービスシステム改修委託料で、契約に伴う減で、

５４万円の減額。償還金利子及び割引料、１，０１２万５，０００円の追加は、自立

支援給付費国庫負担金等精算返還金が、９２７万３，０００円。障がい者医療費国庫

負担金等精算返還金が３４万円の追加。障がい児施設給付費等国庫負担金精算返還金

が５１万２，０００円の追加。いずれも実績による精算返還金でございます。３款、

２項、３目、母子等福祉費、８８万円の追加は、扶助費で、ひとり親家庭等医療費扶

助費でございます。高額な医療扶助者が居たための増でございます。４目、児童手当

費、１，０００円の減額は、役務費で、４万３，０００円の追加、これは手数料で、

子育て世帯臨時給付費の振込手数料の増でございます。委託料、４万４，０００円の

減額は、子育て世帯臨時特例給付金システム導入委託料の契約確定に伴う執行残でご

ざいます。 

  ４ページをお開きください。 

  ４款、１項、１目、保健衛生総務費、７１５万３，０００円の追加は、繰出金で、

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、２２３万８，０

００円の追加は、旅費で、２４万３，０００円の追加、これは、普通旅費で、感染予

防対策研修に伴う増でございます。需用費、３７万７，０００円の追加、これは医薬

材料費で、水痘定期接種に伴うワクチン購入によるものでございます。役務費、７万

５，０００円の追加は、その他手数料、新聞折り込みの手数料等の増でございます。

委託料、１５４万３，０００円の追加は、予防接種委託料、水痘及び肺炎球菌接種業

務に伴う増でございます。 

  ５ページをお開きください。 

  今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第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、５，０００円の減額は、後期高齢

者支援金分滞納繰越分が、５，０００円の減額で、滞納者がいなかったことによるも

のでございます。３款、２項、１目、３２０万９，０００円、これは財政調整交付金

の特別調整交付金で、特定健診未受診者対策事業分の増でございます。４款、１項、

１目、療養給付費交付金、１２万５，０００円の追加は、過年度分で、実績精査によ

るものでございます。９款、２項、１目、１２万円の減額は、財政調整基金繰入金で、

財政調整による減でございます。 
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  ６ページをお開きください。 

  歳出ですけども、８款、１項、１目、特定健診審査等事業費、３２０万９，０００

円の追加は、委託料で、特定健診未受診者対策委託料で、未受診者への受診勧奨事業

による増でございます。 

  次、７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２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。４款、１項、１目、２５５万９，０００円の追加は、

介護給付費負担金過年度分の追加で、前年度実績による精算金でございます。４款、

２項、２目、介護保険事業費補助金、５０万８，０００円の追加は、認知症対策等総

合支援事業補助金で、青年後見制度推進事業費による増でございます。５款、１項、

１目、介護給付費交付金、２９２万６，０００円の追加は、前年度実績による精算金

の増でございます。２目、地域支援事業支援交付金、１９万９，０００円の追加は、

これも、前年度実績による精算金の増でございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ６款、１項、１目、７３３万５，０００円の追加、これにつきましても、前年度実

績による精算金の増でございます。８款、１項、１目、３６万８，０００円の減額は、

地域支援事業繰入金で、財源調整による減でございます。８款、２項、１目、基金繰

入金、３万９，０００円の追加は、介護保険基金繰入金、これも財源調整による増で

ございます。 

  ９ページをお開きください。 

  ３款、１項、１目、１，３１１万９，０００円の追加は、積立金で、介護保険基金

積立金、給付費等過年度分収入による積立金の増でございます。４款、２項、３目、

権利擁護事業費、１８万円の追加は、報償費で、１万円の減額、これは、講師謝金、

フォローアップ研修内容の変更による減でございます。旅費、９万３，０００円の減

額、これは、普通旅費、先進地研修取り止めによる減でございます。需用費、１万円

の追加、これは、消耗品で、青年後見事業事務費の増でございます。使用料及び賃借

料、１万７，０００円の減額、これは、その他使用料及び賃借料で、先進地研修取り

止めによる通行料の減でございます。備品購入費、２９万円の追加、これは、研修教

材用備品購入費、市民後見人研修用システム等備品購入によるものでございます。４

目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、４万円の減額は、報償費で、５万

円の減額、これは、講師謝金、他事業との調整による減でございます。役務費、１万

円の追加、手数料で、認知症講演会に伴う新聞折り込み料でございます。 

  １０ページをお開きください。 

６款、１項、１目、３万９，０００円の追加、これは、償還金利子及び割引料で、

３万９，０００円の追加、これは、国庫負担金等精算金返還金によるものでございま

す。前年度実績による精算金の返還でございます。 

  １１ページをお開きください。 

  次、サービス事業勘定でございます。 
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  歳入からですけども、２款、１項、１目、９３万３，０００円の減額は、一般会計

繰入金、これは、財源調整による減でございます。３款、１項、１目、５万円の追加

は繰越金で、前年度繰越分でございます。 

  １２ページをお開きください。 

  歳出ですけども、１款、１項、１目、地域包括支援事業費、８８万３，０００円の

減額は、賃金で、７７万７，０００円の減額、これは、臨時事務員賃金の減額、他補

助事業との調整による減でございます。旅費、８万６，０００円の減額、これは、普

通旅費で、介護支援専門員更新研修一部講習免除による減でございます。需用費、３，

０００円の減額は、消耗品費で、介護支援専門員研修一部講習免除による減でござい

ます。負担金補助及び交付金、１万７，０００円の減額は、その他負担金で、これも、

介護支援専門員研修一部講習免除による減でございます。 

  補正による説明は以上でございます。 

  次の、報告事項１の、保健医療福祉の状況報告の内容について、一部ご説明するこ

とがございます。これについては、山田主幹から説明いたします。 

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、報告事項について、ご説明いたします。 

  １６ページをお開きください。 

  平成２６年度８月末までの、保険事業の実施状況についてです。 

  １２、１３番の住民健診、特定健診、がん検診は、５月３０日から６月１日までの

３日間、夏期検診として実施し、特定健診受診者は１８１名、後期高齢者検診は９１

名、基本健診は６５名、総計３３７名が受診されました。 

  また、がん検診については、肺が１８８名、前立腺が５９名、大腸が１４４名、胃

が１０８名、乳がん６６名、子宮５８名の実績となっております。これらの実績は、

昨年度同期と比べて、特定健診等は３７名減っていますが、胃がん、大腸がんは同時

期に比べ若干受診者が増えている状況です。 

  今後は、周期検診として、１１月２４日から３０日の、全７日間、神丘地区、種川

地区、金原地区、八束地区を巡廻した後、保健センターにおいて実施する予定です。 

  １７ページをお開きください。 

  ２６番目、小児インフルエンザ予防接種助成事業ですが、任意接種である、小児イ

ンフルエンザワクチンの予防接種を、希望する者に対して接種に要する費用の一部を

助成し、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、町民の保健福祉の向上を図り

ます。１０月からの助成を予定しております。 

  ２１ページをお開きください。 

  １０月より、高齢者を対象とした精神用肺炎球菌ワクチンが、定期予防接種化とな

ることから、町民への周知を図るために、今月２５日、としべつ保健センターにおい

て、肺炎球菌感染症とワクチン接種と題した講演会を開催いたします。講師は、八雲

総合病院、吉田雅喜先生となっております。 
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  ２２ページをお開きください。 

  １０月６日から８日の間、巡廻検診車によるＭＲＩ検査を行う、簡易脳検査を実施

しますが、１００名の定員が２日間でいっぱいとなりました。町民の関心が非常に高

い検診であることが伺えます。 

  ２３ページをお開きください。 

  簡易脳検査の実施期間中でありますが、検診委託先の機関である、中村記念病院脳

神経外科の進藤先生から、脳血管性とアルツハイマー型の認知症についてをご講演い

ただきます。これは、今金町認知症家族介護者の会おたがいさまが、会設立から、今

年、１０年目を迎えるため、記念講演会として実施し、認知症について広く啓発する

機会としたいと思います。 

  ２５ページをお開きください。 

  １０月より、水痘の予防接種が定期接種化されます。今金町でも、１０月１日より

開始する予定となっております。集団接種は保健センターで行い、個別接種は岩間医

院で実施されます。 

  その他、医療関係、福祉関係については、後ほどご参照をお願いいたします。 

  以上、保険福祉課の報告事項とさせていただきます。 

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。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 

  １６ページをお願いしたいと思いますが、１３番目のがん検診、それぞれ受診実績

がありますが、この中で、発見された方、あるいは、再検査と、そういった方は何名

くらい居られたのか、もし、分かれば、お知らせください。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 検査後の要精密検査につきましては、現在、手元に資

料がございませんので、後ほど、資料の方を提出し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。 

  資料は、後ほど提出ということで、よろしいですか。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 手元にある資料の中で、分かる範囲だけで、まず、お

答えさせていただきたいと思います。 

  住民規律における精密検査、これにつきましては、６２名の方が対象となっており

ます。なお、がん検診につきましては、手元に資料がございませんので、後ほど一覧

にして、お渡しし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） 芳賀委員、よろしいですか。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 山本です。 

  一番、心配なのは、町長の行政報告の中にもあるのですが、国保財政の健全化とい
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うことは、心配をされています。結局は、高額医療が出たりすることが大きな原因の

一つでもあると思うのですね。したがって、特定、それから、一般の受診率があるの

ですが、その受診率を上げることが、まず基本的には、早期発見というのでしょうか、

そういうことを目指すことが、そういう高額医療の出現率を減らす。そういう手法が

大事かと思うのですが、ふと、思うことがあるのですが、どんな風にしたら受診率が

上がるのだろうか。もし、アイディアがあれば。 

  こんなことを思ったのですね。納税組合の報償費がありますよね。これは、税務署

からくるお金なのですが、結局は、自治会ごとに、あるいは、町内会ごとに、納税率

の高いところに報償費をあげるという仕組みがあると思うのです。同じような事が、

住民自治の中で、意識の高揚というのですかね。皆で受けようと。あなたが行かない

から、受診率が下がっているから、報償費が少ないよと。これが良いか、悪いかは別

にしてですよ。基本的に、何かの勧奨制度が無ければ、受診率は上がらないのかなと

思うのですね。それは、個人だけでなく、地域を挙げて、この地域を皆で、意識を持

とうと。結果として、その報償費を賦課してあげる。そこにはいろいろな形の、地域

保険の使い方が、個々の自治体なり町内会であっても良いのかなと思うのですね。そ

ういう仕組みはできないのかなと。ですから、要は、この国保財政の危機を少しでも

下げようとすれば、受診率を上げて、重篤な患者さんが出ない内に、そういう措置が

できる仕組みができないのかなと思うのですね。結果として、国保の他に社保もあり

ますから、その地域の中でということもあるのでしょうけども、町全体の健康な町民

の維持という良い方は変なのですけども、健やかに暮らせる仕組みを作ってあげる手

法としては、何らかのそういう方法があって良いのではないか。住民全体の意識を高

揚をすることが、地域を挙げて、私たちの地域は８０だろ、もう少し向こうの方が良

いから、頑張って上げませんか、そんな、お互いがお互いを奨励する仕組みを作って

あげて、なるべくたくさんの人方が、初期の内に病気の発見という言い方はどうなの

か分かりませんが、そういうものを含めて、もちろん、通常のいろいろな仕組みも大

事だと思うのですよ。でも、やはり、一番、良いのは、住民健診と特定健診ですよ。

ここで、初期のそういう措置ができれば、健康維持のためにも良いし、ある意味、そ

ういう財政の抑制にもつながりはしないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 委員の仰られたとおり、確かに、高額医療が発生しま

すと、小規模な保健者であります今金町の国保にとっては非常に大きな問題となり、

財政問題につながるものだと考えております。私共も、できるだけ、そのような重大

疾病に対して、対処できるように、いろいろな検診等を進めて、受診率の勧奨等を行

っております。 

  今回、補正でもお願いしております、未受診者に対する勧奨対策も受診率を向上さ

せる一つの手段と考えております。昨年も同じような形で、受診勧奨はさせていただ

いており、未受診者に対して、アンケート調査等も行っておりますので、どのような

ところが、未受診につながっているのか、その辺を分析しながら、受診率の向上に努
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めたいと考えております。 

  また、地域によって、やはり、検診の意識の違いもございます。それで、国の方で

もそれらの受診率の向上に対しまして、いろいろな項目はありますが、ポイント制を

導入して、そういう受診率の向上につなげたいという考え方を持っているそうで、い

ろいろと検討がされております。私共も、各地域の受診率の動向につきましては、い

ろいろと分析をしながら、今後において、受診勧奨に向けた形で、地域の皆様に、い

ろいろな状況をお知らせして、更に、国保財政の、今、あります現状につきましても

お知らせしながら、住民の方々の理解をいただきたいと思っておりますので、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） 国もそういう方向だというふうに、新聞なんかで、垣間見る

ことができます。でも、自治体として、政策としてやることも。 

最初、日本で初めての制度、ポイントというのがあるのですね。あちこちでやって

いる、ポイント制度というものがあるのですけども、そういう地域ごとの、勧奨に対

する報奨金、目玉としてお考えになってはいかがでしょうか。ご提言を申し上げます。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課長、成田。 

〇保健福祉課長（成田光康君） ただ今、いただきました、ご意見につきましては、私

共の方も参考に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。 

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、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。 

  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（太田越宜晴君） それでは、老健より説明を申し上げます。 

  始めに、説明事項の１番、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２号について、提案理由を申し上げます。 

  この度の補正につきましては、業務の予定量の変更はございません。 

既定の予算の総額に、収入・支出それぞれ、２１２万６，０００円を増額し、予算

の総額を、収入支出それぞれ、３億８，３１１万８，０００円にしようとするもので

ございます。 

補正の概要については、収益的収入は、第１款、施設運営事業収益、第２項、事業

外収益、２１２万６，０００円の増額は、財源調整によるものでございます。 

収益的支出では、第１款、施設運営事業費用は、第１項、事業費用で、２１２万６，

０００円の総額は、経費の、委託料による増額が主なものでございます。 

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、１９８万６，０００円の減額で、計、２億４，０２３万円でございます。 

他会計からの補助金の補正は、８，２９９万５，０００円を８，５１２万１，００

０円に改めるものでございます。 

内訳について申し上げます。 
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２ページをお願いします。 

  収益的収入は、他会計補助金で、一般会計補助金、２１１万６，０００円の増額は、

財源調整によるものでございます。 

  収益的支出では、給与費、１９８万６，０００円の減額は、５月に、臨時看護士の

辞職によるものでございます。材料費では、給食委託化に伴い、給食材料費を計上し

ていません。委託においては、利用者の実食に基づいて、材料費を計上していますが、

実食以外において、催し物やその他医療的な要素で、食材費が、どうしても必要にな

るため、食材材料費として、１０万円をこの度、追加させていただきました。経費に

おいては、社会保険料の減額は、臨時看護士の減員によるものでございます。賃借料

及び委託料の増額は、５月の臨時看護士の辞職によるものと、今年度、定年退職の看

護師が居ることから、１０月より派遣看護師の委託によるもので、派遣看護師委託料

で、３９５万１，０００円の増額。派遣看護師に伴う家具借上料で、６万６，０００

円の増額。住宅借上料で、２７万円を増額しております。 

  なお、派遣委託における対応は、国保病院の派遣看護師における委託業務に準じて

執り行っております。 

  以上が、補正の内容でございます。 

  続いて、報告事項１の、運営状況でございます。 

  ３ページをお願いします。 

  施設の事業収益は、４月、７月末までの損益計算書でございます。 

  老健施設事業収益は、事業収益、（１）ですけども、９，８７１万４，２５６円。

事業外収益、（２）、４４万５，１９２円、合計、９，９１５万９，４４８円。対前年

比で、１８７万９，６６４円の増でございます。 

  また、下段における、老健施設事業費用は、事業費用、（３）、９，５２１万６，１

６２円。特別損失で、１，１９６万円の合計で、１億７１７万６，１６２円。対前年

比、７６９万３，７６４円の増となっております。 

  純利益は、収支で、５８１万４，１００円の減となっております。 

  次に、報告事項の２の、利用状況でございます。 

  ４ページをお願いします。 

  平成２６年度７月末までの、介護老人保健施設の利用状況ですけども、右側の計で、

４月、７月計で、８，８９９人、対前年比で、１３７名の増。平均在所者数は、７２．

９人、対前年比、１．１人の増でございます。前年より増員はしておりますが、年度

当初の計画、７４名より減員しております。要因の主なものは、６月、７月の、骨折

入院による患者さんが、非常に多くみられたもので、この件に関しては、特殊な要件

ではなく、ただ単に転倒による骨折のため、対応においては、大変苦労しているとこ

ろでございます。 

通所利用者においては、４月、７月計で、５３３名、対前年比、５７名の増。平均

通所者数が６．３人、対前年比、０．５人の増でございます。 

以上が、介護老人保健施設からの説明・報告事項でございます。 
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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。 

  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いたします。 

  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、国保病院関係について、ご説明いたしま

す。 

  資料の説明に入ります前に、１０月からの、医師及び治療等について申し上げます。 

  内容的には、冒頭、町長があいさつの中に盛って参りましたもので、繰り返しにな

りますが、よろしくお願いいたします。 

  まず、平成１９年度を最後に、これまで、休診となっておりました小児科について

でありますが、医療を通じて、子育て支援の主役を担うものとして認識をしていると

ころでありますが、この１０月から、月曜の午後、それから、木曜の午前の週２回、

八雲総合病院との連携により、外来を再開する運びとなりました。既に、１０月以降

の診療予定表とあわせて、町内全戸への周知と、公共施設、認定こども園などへの掲

示を行っているところでございます。 

  また、４月以降、常勤医師の確保ができない部分につきましては、非常勤ではあり

ますが、消化器内科医師を確保し、内視鏡検査等の業務を継続してきたところではご

ざいますが、この９月末をもって、当該医師との契約が終了することとなります。１

０月以降につきましては、小児科と同様に、八雲総合病院との連携により、消化器内

科医師の派遣をいただけるということで、大筋の合意をいただいているところでござ

います。このことによりまして、上部消化管の内視鏡検査の実施体制が確保できる見

込みとなりましたことを、ご報告申し上げます。 

  なお、今回の消化器の医師の対応ですけども、上部、胃の検査だけということであ

りまして、今までやっておりました下部の方、大腸の方の内視鏡検査ができないとい

うことになりますので、これらにつきましては、他の病院をご紹介するような形にな

るというふうに考えてございます。 

  それから、消化器の再開、それから、内視鏡検査の体制等に変更が生じてございま

すので、これらに関連して、必要となる医機器等の購入など、所要の予算を計上して

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  引き続き、国保病院提出資料の内容についての説明をさせていただきますが、説明

につきましては、川崎主幹の方から申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 国保病院主幹、川崎君。 

〇国保病院主幹（川崎妙子君） 国保病院からは、説明事項１件、報告事項２件でござ

います。 

  それでは、説明事項１の、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２号の概要について、説明いたします。 
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  １ページをご覧ください。 

  業務の予定量の、（１）年間患者数において、外来、２，４５０人を減じて、２万

３，７６５人に。（２）一日平均患者数において、外来、１０人を減じて、９７人に

それぞれ変更するものです。 

  収益的収入及び支出の補正につきましては、既定予定額に対し、それぞれ１，２１

２万３，０００円を追加し、予算の総額を、それぞれ７億８，７６２万１，０００円

にしようとするものです。 

  資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入において、３０万円。資本

的支出において、２５３万９，０００円を、それぞれ追加しようとするものです。こ

のことにより、資本的支出に対して不足する財源を、損益勘定留保資金から補てんす

ることから、３，７２７万６，０００円に改めようとするものです。 

  補正の内容について、説明をいたします。 

  資料２ページをご覧ください。 

  初めに、収益的収入について、説明いたします。 

  １款、１項、２目、外来収益において、４９７万円の追加は、７月までの実績によ

り、患者見込み数は減じましたが、１人、１日当たり収入見込み額の増額のため、追

加するものでございます。１款、２項、４目、他会計負担金において、７１５万３，

０００円の追加は、一般会計負担金であり、財源調整でございます。 

  次に、収益的支出についてですが、３ページをご覧ください。 

  １款、１項、１目、給与費において、１８０万円の減額は、臨時医師賃金でござい

ます。２目、材料費において、７０万５，０００円の追加は、医療消耗備品費でござ

います。３目、経費において、１，３２８万円の追加は、修繕費、１７４万４，００

０円、賃借料、２４７万６，０００円、委託料、８８７万８，０００円、雑費、１２

万円、それぞれ追加でございます。 

  ４ページをお開きください。 

  次に、資本的収入について、説明をいたします。 

  １款、１項、１目、奨学金返還金において、実績により、３０万円の追加でござい

ます。 

  資本的支出については、１款、１項、１目、資産購入費において、２５３万９，０

００円の追加は、医療機械器具購入費でございます。 

資本的支出の補正に伴い不足する補てん財源には、損益勘定留保資金を充てるもの

でございます。 

以上で、補正予算の説明といたします。 

続いて、報告事項１の、今金町国保病院改革プランの実施状況に関する点検・評価

の概要について、説明をいたします。 

資料の５ページをご覧ください。 

  本改革プランにつきましては、平成２１年度から平成２５年度までの５年間につい

て目標を定めたもので、平成２５年度が、最終年度となったところでございます。こ
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の間、中間見直しとして、策定当初には空白としておりました、平成２４年、２５年

度の数値目標を、直近の実性をベースに加えながら進行しておりました。 

  平成２５年度の、点検・評価と、最終年度でもありますので、計画期間全体を通し

た総評を含め、説明をいたします。 

  まず、①の、財務に係る経営指標及び数値目標の達成状況についてですが、経常収

支比率につきましては、一般会計からの適切な繰入をもって、１００．１％となりま

したが、職員給与費比率では、医業収益が見込みを下回ったこともあり、達成率９７．

１％となりました。特に、看護師については、２０代が居ない状況であり、中長期的

な視点に立った場合、職員給与費の抑制と年齢構成のバランスを図る上で、非常に厳

しい状況となっております。 

  次に、病床の利用率では、一般・療養を合わせた全体では、平成２５年度実績で、

３６．７％。実際に稼働している一般病床では、５７．９％と、見込みを大きく下回

る結果となりました。平成２５年度での入院患者数の大きな落ち込みから、医業収支

比率も連動する形で、８５．２％の達成率に留まっております。 

一方、患者１人当たり収入額では、医療の高度化に伴い入院・外来共に目標を上回

る結果となりました。 

  次に、６ページをお開きください。 

  中段の、②医療機能に係る経営指標及び数値目標の表ですが、入院及び外来患者数

等の状況となります。 

入院患者数について、平成２５年度の実績では、一日平均、１９．１人と、過去に

例を見ない落ち込みとなり、外来患者数については、一日平均、９９．８人と目標値

を大きく下回ったものの、前年実績をわずかですが、上回る結果となりました。入院

実績の減少について、特定できる理由が見当たらない状況です。 

外来患者数については、整形外科外来の開始による効果を見込んだものの、大きな

上乗せとはなりませんでした。 

次に、下段の、３経営の効率化の項目ですが、民間的経営手法の導入では、平成２

４年度から給食の委託化についての検討を開始し、平成２６年４月から、老健を含め、

民間への委託をスタートしております。給食について、時間をかけながらも、調理員

の身分を、準職員から臨時職員に見直しをするなど、経営コストの削減を図っており

ましたが、ここ数年は、調理員の確保ができないという部分が一番の問題であり、こ

の解決を主として、委託化の選択をしたところでございます。 

次に、７ページになります。 

②事業規模・形態の見直しの項目では、現在、療養病床を休止している状況であり、

今後の病棟・病床の在り方について、検討しておりますが、この時点では、まだ、結

論が出せていない状況であり、平成２６年度以降も継続して協議・検討して参ります。 

また、医師の確保においては、平成２５年度中は、札幌医大第１内科からの派遣に

より、内視鏡検査が可能な、消化器内科医師１名を含め、常勤５名体制が確保されて

おりました。しかし、本年４月以降は、派遣期間満了により、常勤４名体制となり、
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医師への負担も大きく、また、消化器内科医師が不在ということで、内視鏡検査にも

影響が出ることから、非常勤医師１名を確保し、検査体制については一定の維持をし

ているところでございます。 

看護師の確保については、下段の表にもありますように、正職員としての確保が非

常に難しく、昨年１０月からは、有期雇用や派遣による対応を開始し、直近では、有

期雇用看護師４名、派遣看護師２名を受け入れている状況でございます。 

次に、８ページになります。 

センター病院との連携になりますが、平成２５年４月から、新たな連携として、函

館中央病院から医師派遣を受け、整形外科外来を開始しており、この他、従来からの

精神科、眼科等についても継続してございます。 

③経費節減・抑制対策については、資料記載のとおりです。 

資料９ページになります。 

人的資源の確保について、医師・看護師については先ほどの説明のとおりでござい

ますが、不在となっておりました、リハビリスタッフでは、昨年４月に作業療法士１

名、本年４月に理学療法士１名を採用しております。 

下段になりますが、未収金縮減対策につきましては、計画当初の平成２１年度には、

約７００万円の滞納額となっておりましたが、税務部局との連携や、徴収体制の強化

を図り、平成２５年度の決算では、約５２０万円まで縮減しております。 

次に、１０ページになります。 

上段には、人間ドック、予防接種等の実績をまとめておりますが、当院としての受

入定員の問題もありますが、ここ５年間では、ほぼ横ばいの状況となっております。 

⑤その他の項目では、平成２５年度から、退院支援等を行うため、選任職員を配置

しました。 

安定的な医療スタッフの確保対策としての奨学金については、対象職種の追加や、

就学形態に対応するために、貸付期間の見直しなどを行い、本年４月から施行してお

ります。 

資料１ページは、全体を通した総評となりますので、後ほどご覧ください。 

以上、簡単ではございますが、改革プランに関する点検・評価の説明といたします。 

続いて、報告事項２の、平成２６年度収支報告７月期までについて、説明をいたし

ます。 

資料１２ページをご覧ください。 

左側の表になります。上段の２６年７月までの病院事業収益は、１億３，６６２万

８，０００円で、前年同期比較で、１，４０６万５，０００円、１１．５％の増とな

っております。 

また、右側の表、上段の７月までの病院事業費用は、２億２，２５５万７，０００

円で、前年同期比較、５１１万円、２．２％の減となっております。 

収益から費用を差し引いた純利益は、右下の欄に記載のとおり、マイナス８，５９

２万９，０００円で、前年同期比較、１，９１７万５，０００円の増額となっており
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ます。 

次に、１３ページをご覧ください。 

月別患者数及び収益等でございます。７月までの入院収益につきましては、６，６

３８万１，９８４円で、前年同期比較、１，１２６万３，０８５円、２０．４％の増

となっており、延患者数は２，８６８名で、前年同期比較、２２．８％の増となって

おります。 

一日一人当たりの収益は、２万３，１４６円であり、前年同期比較、１．９％の減

となっております。 

また、外来収益につきましては、６，１３７万５，９４４円で、前年同期比較、１

７０万４，０５０円、２．９％の増となっておりますが、延患者数は、７，７４７人

で、前年同期比較、８．７％の減となっております。 

一日一人当たりの収益は、７，９２３円、前年同期比較、１２．６％の増となって

おります。 

以上で、国保病院所管の説明といたします。 

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。 

  加藤委員。 

〇４番（加藤三明君） ４番、加藤。 

  ４月から、給食の部分については、民間の方に委託されて、現在までやっていると

思いますけども、予定でいろいろと不安がある中でやられたと思いますけども、今、

現在、実際、どのような状況か、お知らせをお願いしたいと思いますけども。 

〇委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） ４月から始まりました、給食の委託化についてのご

質問だと思いますけども、当初より予定しておりました、社員と言いますか、調理員

につきましても、予定通り、会社の方で、確保できておりますし、現場の方を担当す

る主任調理員、あるいは、栄養士についても、予定通りの確保ができております。 

  そういったことから、きょう現在までには、給食の業務について、何か滞ったとか、

大きな事故が起きただとか、そういったことは一切ございませんし、従前、うちの給

食の方を管理しておりました栄養士、それぞれ老健と病院と居りますけども、それら

もサポートについてございますので、内容的にも、特段、今のところトラブルが起き

ているというものはございませんので、ご報告いたします。 

〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 

〇４番（加藤三明君） 非常にご苦労されていることは想像できますけども、まず、入

院患者の方の一般的な反応と言うか、食事の内容等、そういうようなこととか、地元

の人も採用されていると思いますけども、その辺の人間関係とかというのを、総体的

にみて、どのような状況か、お聞きしたいのですけども。 

〇委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） まず、給食が委託化になってからの、入院患者様等
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の給食に対する評価の部分でございますけども、入院患者様につきましては、日々、

変わりますので、去年までの給食がどうだったとか、４月からはどうだとかいう評価

は、非常に難しいものと考えております。 

  そういったことから、職員も給食として食べている人間が、相当数居りますので、

給食の委託化がされてすぐ、６月に、まず、職員アンケートということで、盛つけで

あったり、食味であったり、彩りであったり、メニューの内容であったり、今までと

比較しどうだったかというような評価・点検をアンケートとして取らせていただきま

した。 

  また、半年くらい経過したところでもう一旦ということで、９月の末、もしくは、

１０月の上旬に、改めて、また、この半年が経った経過を踏まえた中で、職員アンケ

ートを取って、評価をしていこうと思っております。この評価の中でも、最初に、春

にやった部分でも、やはり、材料を変えたことによって、食味が落ちたと感じるもの

であったり、メニューとしてのバランスが悪くて、どうも、これは、患者さんの立場

に立ったときには、よろしくないのではないかと。そういった厳しい意見も出ました。

そういったものは、日総の方に伝えまして、すぐに改善というような対応をしてもら

っております。 

  また、老健の方は、老健の事務長がいらっしゃるのですが、老健の方というのは、

高齢の方でありまして、なかなか、自分の食に対する反応というのですか、意見を述

べるのが難しいというところもあろうかと思っております。これらも含めて、老健の

職員にも、同様のアンケートを取りながら、入所されている方の立場になった、そう

いった視点でアンケートにお答えくださいということで、これも、病院の職員と同時

期に行っておりますし、さまざまな意見が出されておりますし、改善できるものにつ

いては、即、現場の方で対応していただいているということでございます。 

  あと、職場の人間関係ですけども、今まで、私共、直営でやっていたときの調理員

については、そのまま移ったということで、その後も、業者を通したり、あるいは、

現場を管理・監督している栄養士を通して、人間関係について、トラブルについては、

一切報告を受けておりませんので、そういったところでご理解をいただければと思い

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、以上で国保病院の質疑を終わります。 

  先ほどの、資料の部分で、保健福祉課長からお願いいたします。 

〇保健福祉課長（成田光康君） それでは、先ほど、芳賀委員からご質問をいただきま

した、検診後の状況について、お知らせしたいと思います。 

  平成２６年度の夏期検診における、まず、胃がん検診につきましては、精密検査が

６名、前立腺がんが３名、肺がんが６名、大腸が２１名、子宮がんが２名、乳がんが

４名となっております。 

  なお、これらにつきましては、現在のところがんの発見はありません。 

  ということで、ご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員、今の説明でよろしいですか。更に、聞きたいとこ

ろがあれば、総体の中で質疑していただければと思います。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして、何かあればお受けいたします。 

  ないようですので、最終的に、合同委員会が必要となる案件について、確認をいた

します。 

  委員会の方からはありませんか。 

  理事者の方から、副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 合同委員会の開催をお願いしたい事案は、総務財政課の説明

の前段でお願いをしました、社会保障・税番号制度、マイナンバーに係る概要につい

て、ご説明を申し上げたいと思っておりますので、本所管については、この１件であ

ります。 

  ちなみに、明日、産業教育常任委員会が開催されますが、その席でお願いしようと

しているのは、新条例が３件あります。議案の１号、２号、３号で、これについて、

是非、一括で説明をさせてほしいと思っておりますし、その他、報告事項では、今金

町における小規模特認校の制度のまとめで、今、動いている部分の概要を、報告で、

その他でさせてほしいなと思って、お願いしようと思っております。 

それと、観光施設、クアプラザ、指定管理替えに係る現状の説明も、報告でさせて

ほしいなということで、明日、これは、産業教育常任委員会にお願いしようと思って

おりました。 

以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 理事者の方から、合同委員会の案件が出されましたので、こ

れは、議運で諮っていきたいと思います。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆さんには、ご出席をありがとうございました。 

  退席をお願いいたします。 

  後は、所管事務調査のまとめに入りますので、２５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １６時１５分 

開議 １６時２５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年度本委員会の所管事務調査についてを議題といたします。 

  内容については、局長より説明いたします。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは所管事務調査については、７月２３日に現地

調査を実施いたしまして、２４日所管事務調査まとめを行ったところであります。 

  このことから、そのときいただいた意見を事務局で素案を作成いたしましたので、
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中川係長に朗読説明いたさせます。 

〇委員長（上村義雄君） 議会事務局係長、中川君。 

〇議会事務局係長（中川真希君） それでは、こちらの方から、説明をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  案ということで、平成２６年１２月の提出でございますので、日にちの方は、まだ、

入れておりません。 

  では、調査報告以下、説明をさせていただきます。 

  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。 

  それでは、２枚目の方になりますが、３番の調査結果の方から、説明させていただ

きます。 

  調査結果。高齢者共同生活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環の状況、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。単位は千円とパーセンテージです。 

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。比較が、０．１％の減です。 

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％の減となっております。 

標準税収入額。２５年度、６億８，９５５万７，０００円。 

〇委員長（上村義雄君） 中川君、調査した数字的なものは、出ているとおりなので、

それは変わりないと思うので、４番の意見のところを読んでいただければ。 

〇議会事務局係長（中川真希君） 分かりました。 

  では、３枚目になります。 

４番、意見というところから説明します。 

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、より計画基かつ効果

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解体後は、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講習トイ
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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次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り劣化に注意され、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、有効し

た活用を図られたい。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、自治会に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

ころであり、閉せ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・

檜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。 

高齢者共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、車いすや足の不自由な方が居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共同生活

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をしていることから、

災害備蓄用食料として確保する等の取り組みが必要と考えます。 

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、ますます必要とされる施設であることから、各関係

機関と連携を取りながら、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、精神疾患の方、

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

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。 
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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図るため、今金町地域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よ

うなまちとなるよう取り組みを進めていただきたい。 

以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 今、朗読していただきました、意見のまとめの部分でござい

ますけれども、一旦、休憩をして、休憩の中で、更に付け加えるか、また、削除する

か等もあると思いますので、ご意見をいただき、まとめたのちに再開して進みたいと

思います。 

  休憩をいたします。 

 

休憩 １６時３４分 

開議 １６時５４分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  休憩中に、訂正する部分、また、付け加える部分等もございましたので、それらの

部分を直して、もう一度、この案を出していただくということで了承したいと思いま

すけども、よろしいでしょうか。 

  その他、皆さんからあれば。ありませんか。 

  事務局から。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、私の方から、連絡をしたいと思いますが、

９月の行事予定表を、皆さんに配布してございます。 

  合同委員会ですが、以前、配布したものにつきましては、９時という時間の記入が

ございましたけども、今回、記入しているのは、１０時ということでお願いをしたい

と思います。一番最後に綴っております。 

  合同委員会につきましては、ご承知のように、議運で諮りまして、合同委員会を開

催する、しない、というのが決定されますけども、通知につきましては、郵送では間

に合わないので、１７日が議運で、合同委員会を予定しているのは、１８日なもので

すから、ＦＡＸで流す形を取りたいと思いますので、よろしくお願いします。そのと

きに、絶対忘れてはいけないものということで、先ほど、合同委員会の開催が、理事

者の方から依頼がありました件で、新しい条例の制定３本、これについては持参を願

いたい。それと、社会保障、番号制の関係なのですけども、マイナンバー制について

の資料も、そのときに持参を願いたいということと、あとは、報告になりますので、

資料はございません。この条例３本と、社会保障と税番号制度資料を必ず持参してく
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ださい。枚数が多いので、印刷の予備がありませんので、是非、お願いをしたいと思

います。 

  以上です。 

  議案１号、２号、３号です。 

〇委員長（上村義雄君） 配布になっている、議案１、２、３を持ってくるのと、マイ

ナンバーの資料を持ってくる。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） もう一つ、これは、定例会の関係ですけども、定例会

が２４日から２６日まで予定をされております。けども、初日、定例会が終わる、終

わらないに関わらず、祝賀会を開催したいと思います。 

  上村委員長、それと、村瀬副議長が、自治功労、北海道議長会表彰を受けられます

ので、そのつもりでお願いしたいと思います。今のところ、場所はせんなりというこ

とになっておりますので、理事者につきましては、３役の方に、お話をしてあります

けども、課長職にはご案内をしておりません。前回も、そういうことでしたので、そ

ういうことで、計画に入れておいていただきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 以上で、常任委員会を閉会させていただきます。 

  どうも、ご苦労さまでした。 

 

閉会 １６時５６分 
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