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平成２７年 今金町総務厚生常任委員会 

 

期 日 平成２７年１２月８日（火） 

時 間 午後１時３０分       

場 所 議   場         

 

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）まちづくり総合戦略室 

４）税務住民課 

５）保健福祉課 

６）介護老人保健施設 

７）国保病院 

 

５．平成２７年度 所管事務調査について 

 

６．その他 

 

〇出席委員（５名） 

 委員長９番 川 上 絹 子 君   副委員長 ５番 芳 賀 芳 夫 君 

    １番 岸   徹 也 君        ７番 日 置 紳 一 君 

   １０番 山 崎   仁 君       （議長 村 瀬   廣 君） 

 

〇欠席委員（０名） 

 

〇出席説明員 

    町       長            外 崎 秀 人 君 

    副   町   長            中 島 光 弘 君 
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    総 務 財 政 課 長            森   朋 彦 君 

    総 務 財 政 課 長 補 佐            岸   貴 之 君 

    まちづくり推進課長            寺 崎 康 史 君 

    まちづくり推進課長補佐            山 田 哲 也 君 

    まちづくり総合戦略室長            山 田   薫 君 

    税 務 住 民 課 長            西   勝 明 君 

    税務住民課長補佐            中 里 英 明 君 

    保 健 福 祉 課 長            北 見 伸 夫 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 宣 晴 君 

    国 保 病 院 事 務 長            柏 田 泰 明 君 

    国保病院事務次長            立 島   剛 君 

    国 保 病 院 主 幹            川 崎 妙 子 君 

 

〇出席事務局職員 

    議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 

    議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時２６分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 皆様こんにちは。 

  少し時間が早いのですけども、皆さんそろっていらっしゃいますので、会議を始め

たいと思います。 

  今年も１２月に入り、残すところも２０日間あまりとなりました。年の瀬を迎え何

かとお忙しい中、町長さんを始め、職員の皆様、また議員の皆様には出席をいただき

ありがとうございます。 

  これから各課の説明をいただきながら、審議をしていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 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

お願いします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 総務厚生常任委員会を始めるにあたりまして、私の方から一言

ごあいさつを申し上げたいと思います。 

  いま委員長の方からも話がありました。冬到来ということでありますけども、従前

から増してこの季節、なかなか定まらない状況にあるわけでありまして、不順だとい

うことになるわけでありますけども、しかしながら確実に冬に向かってきているわけ

であります。そういうことから、町といたしましても除雪体制を万全に期すためにこ

の間、入札等々を組みながら業者の位置付けをしながら、その体制を整えてきている

とこりであります。 

  私の方から何点かお話をさせていただきたいと思います。 

  ９月の定例会以後でありますえけども、様々な動きがあったわけであります。 

  取り分け１つ目はタウンミーティングを行いまして、この間の懸案事項であります

総合体育館・図書館の建設の経過、あるいはマイナンバーについての説明、加えてせ

たな町の風力発電の経過等、改めてまたそういう方向性をどうするかということをあ

わせながらのタウンミーティングを行ったわけであります。その中で、特に１点目に

つきましての、総合体育館・図書館については、今回も報告があるわけでありますけ

ども、せたな町の風力発電等々の経過につきましては、合同委員会の方でお願い申し

上げまして、改めて私の方から経過とこれからの取り組み方について、説明をさせて

いただきたいと思っているところであります。 

  非常に嬉しい話もありました。高等養護学校の方から、全国の障がい者のスポーツ

大会、優勝と３位入賞したという非常に素晴らしい成績を収めたという報告をいただ

いたところであります。私も高等養護学校の学校祭に参加させていただきましたけど

も、生徒たちもいきいきとした様々な活動に目を潤ませたところでございます。なお、
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新しい試みでありますけども、１１月４日に防災の集いを行っておりますけども、た

ぶん今金町で初めてではないかと思いますが、この町民センターを会場とする近隣の

５町自治会の方を対象にお願いしまして、避難訓練を行ったところでございます。

様々な経過がありますので、これからにつきましては全ての自治会の希望調査を取り

ながら、あるいは町の意向を伝えながら順次進めていきたいということを考えている

わけであります。 

  これまた新しい情報でありますが、北海道日本ハムファイターズのファンフェステ

ィバルが１１月２２日に開催いたしまして、市町村応援大使の抽選で吉川光夫選手と

瀬川隼郎選手が今金町の応援大使に決まりました。２０１６年の１年間、選手が町民

と交流を図りながら、まちづくり、まちおこしに寄与していくという趣旨であるわけ

であります。応援大使ということでは、まちのポスター、あるいは広報紙、ホームペ

ージ、ブログ等に掲載ができたり、互いにアイディアを持ち寄りながら特産品等のプ

ロモーションや、イベント、行事に選手が協力するといったことが可能となります。

また、球団が認可するものに限りまして、期間限定で肖像権を無償で使用することも

できるという特権もありますので、今後、交流会等々も相談しながらまちづくりに活

かして参りたいと考えております。 

  地方自治体の運営につきましては、常日頃、私の方から述べておりますが、国の様々

な法律や制度、政策に則り行なわれることと、自治体独自の制度と政策をもって運営

される部分がありますが、そのためには見通しをもった対応が必要であります。契約

は将来実現しようとする目標を定め、目標に到達するための戦略と戦術となる主要な

手段や、段階などをまとめたものであります。今金町まち・ひと・しごと創生有識者

会議でご審議をいただいた、今金町人口ビジョンと、総合戦略案を１１月１０日に小

川委員長よりいただきました。第５次総合計画の後期計画につきましては、１１月２

４日に策定審議会の林会長より答申をいただいたところであります。このことを受け

て、今金町まち・ひと・しごと創生本部、今金町行政改革推進本部において精査し、

議会報告を行わせていただきたいと考えております。策定審議会におきましては、絵

に描いた餅にならないようにとのご意見もいただいたところであります。このことを

受けながら、計画の具現は何よりも財源が必要であるわけでありますので、実行性を

確保するための財政計画策定をこれから進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  本定例会に新たな条例制定と関連条例の一部改正を提出しております。事案は子ど

も医療費の負担軽減でありますが、平成２８年３月の一般質問、そして先の６月の一

般質問において考えを示してきております。今金町子ども・子育て支援事業計画にお

けるアンケート調査の結果や、今金町子ども・子育て会議での委員の意見等を踏まえ

まして、中学生までの医療費無料化に向けて検討して参ったところでございます。国

が市町村が医療費の窓口負担を無料化した場合に、国民健康保険への国庫補助を減額

するというペナルティを課してきている状況にあります。ちなみに平成１２年では全

国で約３８０万円のペナルティという金額が私のデータにあります。このことを踏ま
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えながら情勢を見定めていましたが、全国の知事会、町村会もそうでありますけども、

このペナルティ廃止を求める地方の声も出てきておりまして、総務省も予算査定の中

で厚生省へ見直しを要求し、子ども医療費の自己負担についても医療保険制度を含む

全国的な制度での対応を検討されたいと求め、厚生労働省は９月２日に子どもの医療

制度の在り方等に関する検討会を立ち上げ、その勢いも高まってきているところであ

ります。この間、国の動向も視野に入れ、今金町の医療費の動向なども検討、精査を

して参りました。このことから、対象を、いままで中学生ということで目途にしてき

たところでありますけども、高校生までとして政策調整をし、条例改正を行い、子育

て世帯への周知等の期間を考慮しまして、来年４月からの助成を施行いたしたく提案

をしているところであります。 

  もう１点でありますが、先の９月定例会での平成２６年度決算審査において、監査

委員より検討を要する事項としてご指摘がありました、旅費の見直し及び臨時職員等

の通勤手当支給についてであります。旅費の見直しにつきましては、特に札幌近郊や

国内主要都市において来訪者の増加による宿泊ニーズの高まりにより宿泊先の確保

が困難なばかりではなく、宿泊料金が高みに推移している実情にあることから、ご指

摘をいただいたものであります。また、臨時職員の通勤手当支給につきましては、職

員間の平等性と待遇改善の観点から要請されたものでありますし、人材確保の面から

も充実を求められたものと受け止めております。両案件とも主に部内の収入に関わる

ものでありますが、適切な事務処理の面からも改善の必要性を感じておりますので、

３月定例会への提案を視野に検討して参ります。 

  なお、医師の病院の運営でございますけども、この間、医師確保並びに派遣看護師

をたくさん抱えているということから、この派遣看護師の解消に向けた動きをしてい

るわけでありますが、この派遣看護師の、常勤看護師への動きを加速しております。

ちなみに先日も、この医師の確保につきましては、いま来ている先生、なんとか日に

ちを増やして、今金町で常勤できる体制に近づけたいということでお願いを申し上げ

て、きのうも話し合いをしております。加えて、その後に、委員長、事務長等とも相

談をしながら、これからの医師確保並びに看護師確保についての調整なんかを図らせ

ていただきながら、その動きを、いま申し上げたように加速させていきたいと思って

おります。目安としては、最低２名の確保はできるという予想の中に、私の方もいろ

いろと対応して参りたいと考えております。それだけでもずいぶん、派遣看護師の解

消ということからしますと、ずいぶん経理的にも非常に効率よくなります。加えて全

国的な動きの中で、これも新聞で見られたかと思いますが、国は病床の削減の動きを

しておりまして、その調整のための検討もしていかなければいけない。今金町につい

てはもう既に町長といたしましても、療養病床の解消ということも含めながらの検討

をしているわけでありますけども、そのことが道で示された、推測したものについて

は拘束力がまったくないと、ただ単に様々な希望調査をしながらつくった数字である

わけでありますけども、このことをきちんと精査をしながら、そして２次医療圏の中

でも検討していくという重要な課題がありますので、病院全体の改善についても今後
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努力して参りたいと考えております。 

  この後、提出議案の説明を各所管から行なわせますので、ご審議賜りますようどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  １２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、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） ご苦労様です。 

  それでは私の方から説明を申し上げます。 

  平成２７年第４回今金町議会定例会に提案を予定しております案件につきまして

は１５件であります。 

  その内訳については、同意案件が２件で、第１号、今金町固定資産評価審査委員会

委員の選任について。第２号、今金町教育委員会委員の任命についてであります。 

  新たに条例を制定しようとするものが１件で、議案第１号、今金町子ども医療費の

助成に関する条例制定についてであります。 

  条例の一部を改正しようとするものが４件で、議案第２号、今金町税条例等の一部

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

険税条例の一部を改正する条例制定について。議案第４号、今金町介護保険条例の一

部を改正する条例制定について。議案第５号、今金町重度心身障がい者及びひとり親

家庭等の医療費の助成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２７年度の一般会計を始め、各特別会計での補正が８件であります。議案第６

号、一般会計補正予算第６号。議案第７号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

第３号。議案第８号、後期高齢者医療特別会計補正予算第３号。議案第９号、介護保

険特別会計補正予算第３号。議案第１０号、介護老人保健施設特別会計補正予算第３

号。議案第１１号、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第３号。議案第１２号、

簡易水道事業特別会計補正予算第３号。議案第１３号、公共下水道事業特別会計補正

予算第３号であります。 

  それでは、各会計の補正予算を除きまして、地方自治法の規定により、議会の同意

を求めるもの、新条例の制定、条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 

  同意第１号、今金町固定資産評価審査委員会委員の選任については、平成２８年１

月２５日をもって任期満了となる同委員の後任の選任について地方税法第４２３条

第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  同意第２号、今金町教育委員会委員の任命について。平成２７年１２月２４日をも

って任期満了となる同委員の後任の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第１号、今金町子ども医療費の助成に関する条例制定について。今金町乳幼児
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医療費の助成に関する条例により規定されていた満１２歳までの医療費助成を拡大

し、今金町まち・ひと・しごと総合戦略に基づく子育て支援及び定住の促進を図るこ

とを目的とし、満１８歳に達した最初の年度末までの医療費を平成２８年４月１日か

ら無料化するため、本条例の全部を改正するものであります。 

  議案第２号、今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定につ

いて。社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）導入に向けての「地方税分野にお

ける個人番号及び法人番号の利用について」の内容が改正され、この度、その改正に

係る地方税施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第８５号）が、平

成２７年９月３０日に公布され、原則平成２８年１月１日から施行されることとなっ

たため、本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第３号、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。「行

政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政

手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する

省令（平成２７年厚生労働省令第１５０号）」が公布され、平成２８年１月１日以降、

国民健康保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとなったた

め、「保険税の減免」に伴う申請の記載内容に「個人番号」を追加するため、本条例

の一部を改正するものであります。 

  議案第４号、今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について。「行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続き

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平

成２７年厚生労働省令第１５０号）」が公布され、平成２８年１月１日以降、介護保

険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとなったため、「保険料

の徴収猶予」及び「保険料の減免」に伴う申請の記載内容に「個人番号」を追加する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第５号、今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例制定について。今金町子ども医療費の助成に関する条例の

制定による、子ども（満１８歳に達した最初の年度末まで）の医療費の無料化に伴い、

「今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」の適用

を受ける者の中にも対象となる子どもがいることから制度の整合性を図るため、同条

例の適用者についても医療費の無料化をすることを規定するため、本条例の一部を改

正するものであります。 

  以上、提案理由を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

 

  これより、各課説明事項についてを議題といたします。 
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  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 前段、お願いがございますので、よろしくお願いいたします。 

  このあと、本所管委員会の関係部分で、合同委員会のお願いをしようとしているも

のがございます。保健福祉課説明事項であります、議案第１号、今金町子ども医療費

の助成に関する条例制定について。関連条例の一部改正となります、議案第５号、今

金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例制定については、町長政策であることから、合同委員会でご説明をお願い

申し上げたく、本常任委員会での説明を省略させていただきたく、委員長のご配慮を

お願い申し上げます。 

  また、合同委員会での報告事項としてお願い申し上げたい事項が、まちづくり総合

戦略室の所管事項であります、第５次今金町総合計画後期計画の策定について、今金

町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略の策定について。まちづくり推進課

所管事項であります、せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画の経過について、

合同委員会での報告とお願い申し上げたく、ご配慮をよろしくお願い申し上げます。 

〇委員長（川上絹子君） ただいま副町長より申し出がありました案件につきましては、

合同委員会での説明を予定しておりますので、本常任委員会での説明を省略すること

といたします。 

  始めに、総務財政課より説明願います。 

  総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） こんにちは。 

  総務財政課からは、常任委員会に提出をさせていただきました資料に基づきまして、

説明事項２点について説明させていただきます。 

  説明は課長補佐が行ないますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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、総務財政課提出の資料に基づいて説明させていただきます。 

  説明事項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ページをお開きください。 

  １ページ目でございますけども、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要につ

いてでございます。 

  一般会計補正予算第６号について。 

  補正前の額５２億９，０５６万１，０００円に、補正額２，４５８万８，０００円

を追加して、補正後の額を５３億１，５１４万９，０００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調整といたしまして、備考資金支消交付金において１億９，

１６３万５，０００円の減額となってございます。 

  右側の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・減額につきましては、主な内容の説明とさせていただきます。 
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  まず歳入ですけども、中段にあります地方交付税２億６，６７９万７，０００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３，７３０万８，０００

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７６３万５，０００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、児童福祉補助金において子どものための教育・保育

給付費補助金の追加が主なものでございます。財産収入５２５万円の追加は物品売払

い収入の追加が主なものでございます。諸収入１億９，０５４万８，０００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２，

９７０万円の減額は土木債において神丘１０号線交付金事業債、中央通線交付金事業

債の減額が主なものでございます。 

  右側歳出になりますけども、総務費９５９万３，０００円の追加は、財産管理費に

おいて土地売払い返還金の追加、住民活動推進費においてふるさと創生基金積立金の

追加が主なものでございます。民生費１，５８１万９，０００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会計操出金の追加、就学前子育て施設支援

費において認定こども園いまかね施設給付費扶助費の追加が主なものでございます。

衛生費５，３５３万６，０００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２，２４６万７，

０００円の追加は、農業振興費において産業基盤整備促進支援事業補助金の追加が主

なものでございます。土木費７，７９７万円の減額は、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。 

  次に２ページをお開きください。 

  ２ページ目でございますけども、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。 

  歳入でございますけれども、９款地方交付税、１目地方交付税において２億６，６

７９万７，０００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によ

る追加でございます。１３款国庫支出金、５目総務費国庫補助金６万６，０００円の

追加は選挙人名簿システム改修費補助金で、選挙年齢の１８歳への引き下げ対応に伴

う改修費の追加でございます。１５款財産収入、２目利子及び配当金１万２，０００

円の追加は、財政調整基金積立金で２万円の減額、減債基金利子で２万１，０００円

の追加、公共施設整備基金利子で１万１，０００円の追加となってございます。同じ

く１５款財産収入において、２目物品売払収入５２３万７，０００円の追加は、物品

売払収入で町有林間伐工事に伴い奥沢地区の伐採木材を今金町森林組合に売却した

もので、数量は８４０立米となってございます。１６款寄附金、１目一般寄附金３１

３万５，０００円の追加は一般寄附金でふるさと納税１７件分の追加でございます。 

  次ページをご覧ください。 

  １９款諸収入、２目雑入１億９，１６３万５，０００円の減額は北海道備考資金組

合積立金支消交付金で、今回の補正予算に伴う財源調整による減額でございます。２

０款町債、２目衛生債５０万円の追加は浄化槽設置整備事業債で、過疎債充当事業に
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よる調整でございます。４目土木債２，８００万円の減額は、雪寒機械購入事業債で

４０万円の減額、中央通線交付金事業債で９１０万円の減額、神丘１０号線交付金事

業債で１，６２０万円の減額、奥沢橋長寿命化修繕交付金事業債で５５０万円の減額、

豊田橋長寿命化修繕交付金事業債で３２０万円の追加となっており、交付金事業費の

変更に伴う調整となってございます。６目教育債で１９０万円の減額は今金小学校屋

内運動場等吊天井改修事業債で、過疎債充当事業による調整となってございます。７

目農林水産業債で３０万円の減額は森林管理道住吉支線開設事業債で、事業費の変更

に伴う減額となってございます。 

  次ページをお開きください。 

  ４ページからは歳出の説明となります。 

  ２款総務費、１目一般管理費３７０万８，０００円の減額となっており、給料にお

いて４０８万７，０００円の減額で、精査による減額となってございます。職員手当

等において６８万３，０００円の減額は、各細節において精査による減額及び今後の

見込みによる追加となってございます。共済費において１４３万５，０００円の追加

は、こちらも各細節において制度改正に伴う追加及び実績精査による減額となってご

ざいます。旅費において３０万円の追加は普通旅費で、２月１４日和寒町で行われる

障がい者冬季スポーツ大会視察に伴う追加で、平成２９年２月に今金町が時期開催町

に決定したことによるものでございます。需用費において１９万１，０００円の追加

は印刷製本費で、主に役場で使っている封筒などの今後の見込みによる追加となって

ございます。委託料において８６万４，０００円の減額は番号法対応例規整備支援業

務委託料で、当初国から示されると想定していました条例改正等について、想定より

大幅に少なかったことや各省庁から詳細な条例改正案の情報があったことから、委託

を行わずに職員により例規整備をおこなったことにより減額するものでございます。

３目財政管理費２５２万円の追加となっており、需用費において９０万円の追加は消

耗品で、印刷機トナーやコピー機のカウンター料で補助事業交付金利用に係る事務費

調整による追加でございます。委託料において１６２万円の追加は今金町財政健全化

計画策定業務委託料で、今金町財政健全化計画は、厳しい財政状況の中、将来を見据

えた健全な財政を維持するための計画として決算等に基づく歳入歳出の分析、他自治

体との比較分析など過去５年間の財政分析を行い、更には第５次今金町総合計画の

様々な事業を展開させるため、今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び今金町人

口ビジョンと連動しながら、将来５ヶ年の歳入歳出シミュレーション、事務事業との

連携などを始めとした財政計画の策定を行い、総合的・戦略的な視点に立ち実効性の

高いものとなるよう着実な財政経営を進めることを目的として策定するものでござ

います。５目財産管理費１６２万１，０００円の追加となっており、需用費において

２４万９，０００円の減額は、燃料費において燃料単価引き下げ及び実績精査による

減額。修繕料において今後見込みによる追加となってございます。役務費において２

２万３，０００円の追加は、公有建物保険料で精査による追加となってございます。

委託料において１６万２，０００円の減額は事務機器補修委託料で、印刷機入れ替え
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に伴う減額となってございます。 

  次ページをご覧ください。 

  工事請負費において４０万８，０００円の減額は、国営農地再編推進室屋根張替工

事の執行残となってございます。備品購入費において１４万５，０００円の減額は、

町長車購入費で、こちらも執行残となってございます。償還金利子及び割引料におい

て２３５万１，０００円の追加は土地売払い返還金で、大和町分譲地の一区画におい

て売買契約後、５年を経過しても住宅が建設されずに本人との連絡が取れない状態で

したが、この度、本人の所在が判明したことから契約解除の手続きを進めることとし

て、売買契約金額のうち１割を違約金として徴収し、残りの９割の金額を返還するも

のでございます。積立金において１万１，０００円の追加は、公共施設整備基金積立

金で利子分の追加となってございます。１０目財政調整基金費、積立金において１，

０００円の追加は財政調整基金積立金において利子分の減額。減債基金積立金におい

て利子分の追加となってございます。１１目電子計算費、需要費において３０万円の

追加は修繕料で、パソコンやサーバーなどの機器修繕の今後の見込みによる追加とな

ってございます。１５目諸費８５万４，０００円の追加となっており、報酬において

３万５，０００円の追加は特別職報酬等審議会委員報酬で、平成２７年の人事院勧告

に基づく職員給与等の改定に伴い３役の報酬及び議員報酬について、特別職報酬等審

議会を開催するための追加となってございます。なお、開催時期については国の給与

法案成立後の適切な時期に改正案を提出する予定となってございます。報償費におい

て１６万円の追加は各種報償費において、ふるさと納税返礼品分の追加。名誉町民報

償費において、名誉町民医療費分の追加となってございます。旅費において６５万９，

０００円の追加は費用弁償において、特別職報酬等審議委員会開催に伴う追加。普通

旅費において北海道町村会派遣職員の帰任旅費及び日ハム市町村応援大使決定に伴

う追加となってございます。 

  次ページをお開きください。 

  ４項選挙費、１目選挙管理委員会費４２万６，０００円の追加は、職員手当等にお

いて１万１，０００円の追加は通勤手当で、路程変更に伴う追加となってございます。

共済費において１３万円の追加は共済組合負担金で、制度改正に伴う追加となってご

ざいます。委託料において２８万１，０００円の追加は選挙人名簿システム改修業務

委託料で、選挙年齢の引き下げ対応及び選挙人簿登録制度の見直しに対応するもので

ございます。負担金補助及び交付金において４，０００円の追加は町村非常勤職員公

務災害補償組合負担金で、選挙管理委員会委員改正に伴う追加となってございます。

８款土木費、１目住宅管理費、工事請負費において５８万２，０００円の減額は南団

地町営住宅屋根塗装工事外の執行残となってございます。 

  以上、補正予算の説明を終わります。 

  ７ページをご覧ください。 

  説明事項の２つ目といたしまして、今金町固定資産台帳整備委託業務についてでご

ざいます。 
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  業務の目的でござますけれども、本町の公会計整備の取り組みにつきましては、こ

れまで平成２１年に国から示された基準モデルを採用し、財務書類を作成したところ

でございます。この度、平成２９年度末を期限とする「統一的な基準」による財務書

類の作成が新たに要請され、この財務書類作成に係る標準的なソフトウェアが平成２

７年１０月に公表されました。 

  この財務書類作成に際しては、「固定資産台帳の整備」が必須となることから、今

後作成する財務書類との連動性を考慮し取り組むものですが、２か年以上の期間を要

することから債務負担行為において提案しているものです。 

  なお、本業務により作成された固定資産台帳は、公共施設整備等総合管理計画の策

定においても活用が可能となるものであります。 

  主な業務の内容といたしましては、整備体制支援は各課職員に対する研修会等の開

催、基礎調査は現状で保有しているデータの分析、固定資産台帳の洗い出し調査・デ

ータ作成、固定資産の評価は開始時簿価の算定等、固定資産台帳の作成はデータ化と

なっております。 

  これまでの説明と重複する部分がございますけども、これらの流れをまとめた業務

スケジュール案を下段に記載してございます。 

  左上、赤色の固定資産台帳整備については、平成２８年１月に契約を行い、７月頃

の完成を予定しております。整備完了まで最低６ヶ月必要で、年度をまたぐことから

今回１３０万円の債務負担行為を提案してございます。完成した固定資産台帳を活用

し、平成２８年度に予算計上を予定しております、財務書類作成業務を開始し、平成

２９年度末までに整備を完了し、公表することとなってございます。 

  また、下段にあります、平成２８年度中に整備を行う公共施設等総合管理計画にも

固定資産台帳の公共施設の基本情報や、経費の将来推計などの情報が活用できること

となってございます。 

  以上で、総務財政課の説明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（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  岸君。 

〇１番（岸 徹也君） 平成２８年度に北海道の障がい者冬季スポーツ大会が今金町で

開催されるというお話で、そこから視察の方に、今回、費用の計上がされております。

これはこのまちにとっては大変すばらしいことなのではないかなというふうに私は

思っているのですけども、例えばそれでスケジュールとして、今後どういった形で町

は進めていくのか。そのスケジュール、何かそういうものがあるのであれば、委員会

的なものをつくるのかとか、そういうものがあるのならば、ちょっと教えていただけ

ますか。 

〇委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） お答えをいたします。 

  今回、主催をいたします、北海道障がい者スポーツ協議会、それから北海道の方も
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関わりがありますので、そちらの方とも協議が整いまして、次期開催町ということで

お受けをすることになりました。 

  いま、スケジュールということもありましたけども、このあと２月１４日に今年度

は和寒町で開催されますので、次期開催町ということの参加はもちろんあるのであり

ますが、あわせまして、次年度開催するということですので運営状況等々も視察させ

ていただいて、万全を期したいということの考え方であります。 

  その後、３月になろうかと思っておりますが、前回の平成１３年度にも一度お引き

受けをしているのですが、そのときも町内で３００名近い関係の皆さんに協力をいた

だいたということもありますので、是非関係の団体等々で実行委員会を組みながら、

まち全体としての受け入れ態勢を整えていきたいということの考え方であります。 

  その後、実際の大会の運営の組織委員会的なものも必要かなと思っておりますので、

実行委員会は全体の構想をする場になりますし、実働的なところは組織委員会的なと

ころがなろうかというふうに思っておりますので、これは大回転競技と距離競技と２

つの協議がありますので、そちらに対応するような形で関係団体等々の協力をいただ

きたいとうふうに思っております。 

 その後、２９年のたぶん２月の同じ時期に大会が開催されるというふうに承知をして

おりますので、いまのところの予定でいうと２月１２日になろうかと思いますが、そ

こに向けて運んでいきたいということであります。 

  それとあわせまして、この年度につきましては、高等養護学校が２０周年の節目を

迎える年でもありますので、養護学校の方も全面的に協力をいただけるというような

お話でありますし、選手として例年参加をして成績を収めている経過もありますので、

そういったことの態勢も整えていきたいと思います。 

  それでさっそく、昨日、今金町ふれあいスポーツ交流会の実行委員会がありました

ので、そこでも開催地として決定した経過を含めまして、協力のご依頼をして参りま

したし、この土曜日には歩くスキークラブの総会もあるということでありますので、

そこでも協力依頼をしようということでありまして、スキー連盟等々も含めながら、

今後の協力体制をつくって参りたいというふうに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（川上絹子君） ほかにありませんか。 

  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願います。 

  まちづくり推進課長、寺崎君。 

〇まちづくり推進課長（寺崎康史君） こんにちは。 

  まちづくり推進課からは、説明事項３点ございます。 

  これらにつきまして、山田補佐、田中主幹、小野消防署次長よりそれぞれ説明いた

します。 

〇委員長（川上絹子君） 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、私からは、２７年度一般会計補正予算第６号のまちづくり推進課所管概

要についてご説明いたします。 

  １ページをお願いいたします。 

  まず歳入です。 

  １３款、３項、１目総務費委託金で２，０００円の減額は自衛官募集事務委託金で、

額の確定による減額です。１４款、２項、１目総務費道補助金で５３８万９，０００

円の追加は、土地利用規制等対策交付金の額が確定したことによる１万１，０００円

の減額と、地域づくり総合交付金の内示があったことによる５４０万円の追加です。

この地域づくり総合交付金の内訳は、神丘ヘリポート整備事業に対する交付金の内示

で３６０万円、北渡島・檜山４町食と観光連携事業に対する交付金の内示で１８０万

円となっております。 

  北渡島・檜山４町食と観光連携事業について、新規事業でありますので７ページの

政策事業調書でご説明いたします。 

  八雲町、長万部町、せたな町との４町連携事業は、今年度から食と観光をテーマに

実施することとなりました。事業の内容は物産などの素材の発掘、商品の磨き上げ、

販路拡大、誘客促進などでございます。この事業は３年計画で総事業費が４，２３２

万円となっており、そのうち、平成２７年度は７４０万円を予定してございます。こ

れを４町で配分し、１町あたり１８５万円となりますが、補助金としては１０万円未

満が切り捨てとなりますので、１８０万円が地域づくり総合交付金として内示を受け

ているところでございます。 

  その他、１番、目的、２番、背景等々資料のとおりでございますので、のちほどお

目通し願いたいと思います。 

  歳入の説明に戻ります。 

  １ページをお願いします。 

  １４款、３項、１目総務費委託金で３７万３，０００円の減額は国勢調査委託金外

３件の統計調査の交付額の確定によるものでございます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  １５款、１項、２目利子及び配当金で１，０００円の追加はふるさと創生基金利子

の増によるものでございます。１７款、１項、４目生活交通路線確保対策基金繰入金

で２２万１，０００円の追加は、生活交通路線維持運営費欠損額補助金が確定したこ

とによるものでございます。１９款、４項、２目雑入で１００万円の追加はいきいき

ふるさと推進事業助成金として、ニュージーランド中学生派遣事業に対する助成金の

内示があったことによるものでございます。 

  次に、３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  ２款、１項、２目文書広報費で１万２，０００円の追加は需用費で、カメラレンズ

の修理に伴うものでございます。６目企画費で８２万７，０００円の追加は職員手当

等、旅費、負担金の項目で、地域おこし協力隊に関わる経費の減額となり、これは実
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績精査に伴うものでございます。１９節補助金で２２万２，０００円の追加は、生活

交通路線維持運営費欠損額補助金が確定したことに伴うものです。同じく補助金で１

２４万２，０００円の追加は、金原・豊田・日進地区のデマンドバス運行事業費補助

金の追加でございます。７目住民活動推進費で３１０万８，０００円の追加の主なも

のは、積立金で３１３万６，０００円の追加でございます。これはふるさと納税が１

７件増えたことと、基金利子が１，０００円増えたことによるものでございます。９

目給油施設管理費で２１万６，０００円の減額は工事請負費で、神丘ヘリポート整備

工事が終了したことに伴う執行残でございます。１２目生活改善センター等費で４４

万１，０００円の減額は、需用費においては燃料単価低落のため、また委託料におい

ては各委託業務が終了したことに伴う執行残でございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  １３目町民センター費、ここで訂正をお願いしたいのですが、目のところで、１３

目町民センター等費となってございますが、等が誤りであります。削除の訂正をお願

いいたします。大変申し訳ございません。 

  １３目町民センター費で３０万４，０００円の追加は需用費で、会議用テーブルの

天板修理に伴うものでございます。１６目地方創生事業費で１８５万円の追加は負担

金で、北渡島・檜山４町地域連携推進協議会負担金でございます。これは先ほど歳入

のところで説明いたしました、食と観光連携事業のための負担金となってございます。

２款、５項、１目統計調査総務費で１５万２，０００円の減額は、報酬、賃金、旅費、

需用費の項目で、各統計調査の終了に伴う執行残として計２２万８，０００円の減額

です。役務費、使用料は各統計調査の終了に伴い財源補正のため計７万６，０００円

を追加しようとするものでございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ４款、１項、６目公衆浴場費で３７５万４，０００円の減額は、需用費においては

燃料単価低落のため、また委託料においては浄化槽清掃管理委託業務の終了に伴う執

行残でございます。商工費はのちほど田中主幹が説明します。 

  ６ページをお願いします。 

  常備消防費はのちほど小野次長が説明いたします。 

  ２目防災費で８万５，０００円の減額は委託料で、緊急速報メールシステム改修業

務と、防災マップ作製業務の終了に伴う執行残となってございます。 

  以上で私からの説明を終わります。 

〇委員長（川上絹子君） まちづくり推進課主幹、田中君。 

〇まちづくり推進課主幹（田中 崇君） お疲れ様です。 

  私の方から、商工費の補正予算の概要についてご説明申し上げます。 

  資料の方は５ページにお戻りください。 

  ７款、１項、１目商工総務費で１００万円の追加は負担金補助及び交付金で、住宅

リフォーム助成事業補助金でございます。現在８４件の交付決定の状況でございまし

て、１，９７５万８，０００円の交付決定をしておりますが、冬期間をこれから迎え
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ますけども、例年数件の申請がある状況から所要の予算を追加しようとするものでご

ざいます。続きまして、２目商工業振興費で１００万円の追加は負担金補助及び交付

金で、産業基盤整備促進支援事業補助金でございます。本事業は９月定例議会におい

て追加補正をさせていただき、現在施設改装助成で４件１７３万円、設備投資助成で

１件１６万８，０００円、空地空家空店舗活用助成で１件６０万円で、合計６件で２

４９万８，０００円の交付決定をしている状況でございますが、今後の申請予定の案

件が控えていることから所要の予算を追加しようとするものでございます。 

  なお、資料の８ページに本事業の進捗状況を添付してございますが、のちほどお目

通しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして３目観光費で２４６万９，０００円の減額は、３節職員手当等、９節旅

費で地域おこし協力隊の未配置機関による精査、１３節委託料でピリカスキー場索道

施設整備業務の執行残による減額、１１節需用費で２０万円の追加は、観光パンフレ

ットの増刷に伴うものでございます。１４節使用料及び賃借料で６万１，０００円の

追加は、イベント用物品借上料の追加でございます。 

  以上で、私からの説明を終わります。 

〇委員長（川上絹子君） 今金消防署次長、小野君。 

〇今金消防署次長（小野尚孝君） お疲れ様です。 

  先ほど山田補佐から説明がありました、９款消防費の檜山広域行政組合負担金１１

８万６，０００円の追加について内容説明いたします。 

  ６ページをお開きください。 

  消防署経費において９２万５，０００円の追加は、人件費において共済費の制度改

正に伴う負担率変更によるものが主なものであります。消防救急デジタル無線整備事

業に伴い、デジタル無線機器の設置工事が施行されたことにより、需用費で光熱水費

の電気料１９万２，０００円、役務費で６，０００円をそれぞれ追加するものであり

ます。消防団経費において２７万９，０００円の追加は、報酬において消防団員年報

酬で１３万３，０００円の追加は８名の入団に伴うものであります。需用費において

１４万５，０００円の追加は、消防団員用被服で１２月１日付けにて２名の入団に伴

うものであります。負担金補助及び交付金において１，０００円の追加は会員相互扶

助事業負担金で、需用費の被服費同様で２名の入団に伴うものであります。 

  なお、１２月１日現在における消防団員総数は８７名となっております。 

  消防施設費において１万８，０００円の減額は備品購入費で、空気呼吸器用計量ボ

ンベ購入に伴う執行残によるものです。 

  続いて、今年２月１６日より運航を開始しております道南ドクターヘリの運航状況

について報告いたします。 

  今金消防署において、要請件数は１４件で、うち天候不良等によるキャンセルが３

件になっております。 

  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。 
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〇委員長（川上絹子君） 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。 

  以上で、まちづくり推進課の質疑を終わります。 

  次に、まちづくり総合戦略室より説明願います。 

  まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） こんにちは。 

  まちづくり総合戦略室からは、提出しております資料に基づきまして、本委員会で

は説明事項１件、報告事項１件であります。 

  説明については早坂主幹より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（川上絹子君） まちづくり総合戦略室主幹、早坂君。 

〇まちづくり総合戦略室主幹（早坂 靖君） こんにちは、ご苦労様です。 

  私の方から、まず歳入の方をご説明したいと思います。 

  １ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  １３款、２項、５目総務費国庫補助金で３８万８，０００円の追加は、地方創生交

付金が３８万８，０００円で、内訳は東京都特別区と檜山管内７町連携事業による追

加で、交付額の確定によるものです。 

  次に、歳出です。 

  ２款、１項、６目企画費で２７万円の減額は１節報酬で、第５次今金町総合計画後

期計画策定委員会委員報酬の１６万２，０００円の減額です。１１節需用費の印刷製

本費で、総合計画後期計画の印刷製本費３２万４，０００円の追加です。１３節委託

料で同じく総合計画後期計画の委託料執行残の４３万２，０００円の減額の合計とな

っております。１６目地方創生事業費で１４６万円の追加は、９節旅費で東京都特別

区と檜山管内７町連携事業に伴う普通旅費５０万円の追加です。１１節需用費の印刷

製本費で、今金町まち・ひと・しごと創生、人口ビジョン、総合戦略、ダイジェスト

版の印刷製本費９６万円の追加となっております。 

  ２ページをご覧ください。 

  なお、檜山管内７町と東京都特別区との連携事業の詳細については、新規事業であ

るため政策事業調書でご説明したいと思います。 

  目的等については、東京都特別区との連携については、檜山管内７町が連携し、資

源の発掘・磨き上げ商品化に向けた検討を実施し、一過性で終わらないマーケティン

グ戦略を作成し、檜山管内の情報発信、物産の販路拡大、人的交流及び移住・定住の

促進を図り、檜山管内経済に波及効果をもたらすことを目的としております。 

  主な事業概要ですが、檜山管内の地域資源ポテンシャル基礎調査、検討会議だった

り人材育成研修を行います。檜山管内地域マーケティング戦略の策定、７町統一した

観光ホームページ、パンフレットの作成を行います。檜山の食・観光フェア、東京都

特別区の対応としては太田区が確定しております。その太田区の場所を用いて、食と

観光のフェアを実施する予定です。 

  また、檜山管内を会場として体験ツアーを実施する予定です。対象については太田
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区民を対象に２泊３日程度で実施する予定となっております。 

  交付金の概要ですが、３，５１４万１，０００円が今回の７町連携事業に関わる国

の交付金となっております。内訳は、江差町が１３８万８，０００円、上ノ国町が３，

１８１万３，０００円、厚沢部町からせたな町までが一律３８万８，０００円の交付

金が、この事業に充てられております。本事業については、２７年から２９年の３ヶ

年で実施する予定となっております。 

  今年度については、５０万円、２８年度は２００万円、２９年度は２００万円とい

うことで予定をして、事業展開をしていくこととなっております。 

  以上で説明事項を終わります。 

  引き続き報告事項ですが、３ページをご覧いただきたいと思います。 

  山村振興法の一部改正に伴う、今金町山村振興計画の策定についてということで、

これについてはこれまで策定することになった背景ですが、山村振興法の一部改正が

平成２７年３月に行われました。これまでの北海道一括型の策定スタイルから、北海

道が作成する基本方針に基づいて、市町村独自で策定するスタイルへと変更となりま

した。今金町においては、北海道の代行事業、例えば林業の整備事業だったりという

ものがありますが、そういった代行事業でも市町村独自での計画が必要となることか

ら、今年度策定を進めております。 

  ４ページ以降については、計画の内容となっております。 

  主な内容については、第５次の山村振興計画をベースに作成しております。 

  １番、地域の現況、２番、現状と課題、３番、振興の基本方針、４番、振興施策、

５番、他の地域振興等に関する計画・施策との関連でまとめられております。 

  以上、報告事項です。よろしくお願いします。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  以上で、まちづくり総合戦略室の質疑を終わります。 

  次に、税務住民課より説明願います。 

  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２件、報告事項１件を説明いたします。 

  私からは説明事項１を、説明事項２以降については、提出資料に基づき補佐より説

明いたします。 

  最初に説明事項１、今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（案）についてです。 

  １ページをお開きください。 

  説明事項１の今回の今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（案）の概要について説明します。 

  改正の経緯でありますけども、今回の税条例改正については、平成２７年度専決処

分による税条例改正におきまして、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導
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入に係る行政手続きにおける特定の個人番号の利用等に関する法律に基づきまして、

町税等に係る申告書等に個人番号及び法人番号の規定の整備を図るために、町税条例

等の一部を改正したところであります。 

  その後、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入を受けての、地方税分

野における個人番号及び法人番号の利用につきまして、内容が見直されまして改正さ

れたところであります。この度、その改正に係る地方税施行規則等の一部を改正する

省令（平成２７年総務省令第８５号）が本年９月３０日に公布され、原則平成２８年

１月１日から施行さすることになりましたことから、前回の町税条例等の一部を改正

した条例の一部を改正しよとするものです。 

  改正内容でございますけども、地方税分野における個人番号・法人番号の利用につ

いての内容であります。 

  １の納税通知書と、２の軽自動車税における申告書・報告書については、個人番号・

法人番号を当面記載しない。 

  ３の更正・決定通知書については個人番号・法人番号を記載しない。 

  ４の納付書・納入書に関しては、個人番号・法人番号を原則記載しないということ

が見直されたことが、主な改正内容であります。 

  施行期日につきましては、公布の日とするということです。 

  ２ページから４ページまでについては、今回の税条例改正の新旧対照表を添付して

おりますので、のちほどお目通しをお願いします。 

  以上が改正概要であります。 

  説明事項２からは担当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（川上絹子君） 税務住民課長補佐、中里君。 

〇税務住民課長補佐（中里英明君） こんにちは。 

  続きまして、説明事項２、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要について説

明いたします。 

  資料は５ページと６ページになります。 

  始めに歳入から説明いたします。５ページをお開き願います。 

  １９款諸収入、４項雑入、３目過年度収入、２節総務費負担金過年度収入８万７，

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。なお、国保事業勘定でも負担しておりますので、同様の補正がありますこ

とを申し添えます。 

  続いて歳出を説明いたします。 

  ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費、１３節委託料で１９万３，０００円の

追加は、軽自動車税システムセットアップ委託料で、平成２６年度税制改正に係るシ

ステムセットアップに係る追加補正であります。２款総務費、３項戸籍住民基本台帳

費、１目戸籍住民基本台帳費９０万４，０００円の追加は、内訳として、８節報償費

６５万円で出産記念報償費が第３子の出生者増加見込みのため繰越明許費を超えた

ことによる追加、１８節備品購入費２５万４，０００円は住民基本台帳ネットワーク
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システム関連機器購入費が社会保障・税番号制度に係る関連機器購入費に係る追加で

あります。 

  続いて６ページをお開き願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、４目国民年金事務費６万１，０００円の追加は、内

訳として、９節旅費１万１，０００円で普通旅費が旅費算定変更による追加、１１節

需用費で４万９，０００円は消耗品費が年金事務費で交付金補助割れ対応による追加、

１４節使用料及び賃借料で１，０００円のインターネット使用料は使用料変更による

追加であります。 

  以上で、説明を終わります。 

  続いて報告事項１、平成２７年１０月末現在の町税等収入状況についてご説明いた

します。 

  資料７ページをお開き願います。 

  普通税（１）から各税目ごとに現年と滞納分をあわせ、収入済額と収納率について

説明いたします。 

  個人町民税につきましては、収入済額１億１，３９７万５，５９５円、収納率は５

７．８１％であります。普通徴収は納期未到来の１２月の１期分が残っており、特別

徴収は１１月分移行が納期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１，４５４万円、収納率は９８．２９％であ

ります。 

  固定資産税につきましては、国有資産等交付金を含め収入済額１億６，７１８万７，

４５１円、収納率は７０．５１％であります。 

  軽自動車税につきましては、収入済額１，１８５万１００円、収納率は９７．７０％

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３億５８７万６，６８４円、収納率は６９．

４５％であります。 

  滞納分といたしましては、収入済額１６７万６，４６２円、収納率は８．０２％で

あります。 

  普通税（１）の合計といたしましては、収入済額３億７５５万３，１４６円、収納

率は６６．６７％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２，７１９万５，７８４円。 

  入湯税につきましては、収入済額９３万６，６５０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３，２９１万９，７４５円、収納率は５

０．９２％であります。 

  貸地・貸家料につきましては、収入済額１，３０２万１，３２１円、収納率は６７．

７０％であります。 
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  いずれも１１月以降が納期未到来であります。 

  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１億１，７６７万１，０８５円、

収納率は４２．９１％であります。 

  １０月納期の４期分までといたしまして、納期未到来が２期分あります。 

  内訳といたしまして、一般は収入済額１億１，４８５万７，８８５円、収納率は４

２．６１％であります。退職につきましては、収入済額２８１万３，２００円、収納

率は５９．８％であります。 

  現年分の計につきましては、収入済額１億１，３７３万８，９９３円、収納率は５

０．９３％であります。 

  滞納分の計につきましては、収入済額３９３万２，０９２円、収納率は７．７２％

であります。 

  以上が、平成２７年１０月末の町税等の収納状況であります。 

  以上で、税務住民課からの説明を終わります。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  以上で、税務住民課の質疑を終わります。 

  １４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（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  次に、保健福祉課より説明願います。 

  保健福祉課長、北見君。 

〇保健福祉課長（北見伸夫君） 保健福祉課からは説明事項８件、報告事項１件となり

ます。 

  まず説明事項１．今金町子ども医療費の助成に関する条例（案）について、２．今

金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例（案）についての説明につきましては、省略をさせていただきます。 

  説明事項３．今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について、４．

今金町介護保険条例の一部を改正する条例（案）についての２件につきまして私から

説明をさせていただきます。 

  以下の説明事項につきましては、担当から説明をさせていただきます。 

  まず、説明事項３．今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）につい

てですが、資料は６ページとなります。議案につきましては第３号となります。 

  １．条例改正の概要ですが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の
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利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労

働省関係省令の整備に関する省令が公布され、平成２８年１月１日以降、国民健康保

険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとなりました。そのため

保険税の減免に伴う申請の記載内容に個人番号を追加するものでございます。 

  ２の改正内容でございますが、保険税条例の第２６条（国民健康保険税の減免）第

２項第１号中、「氏名」を「氏名及び個人番号（行政手続きにおける特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に

規定する個人番号をいう。）」に改めるものであります。 

  附則において施行日を平成２８年１月１日としているところでございます。 

  説明事項４．今金町介護保険条例の一部を改正する条例（案）についてでございま

すが、資料は同じく６ページ、議案は第４号となります。 

  １．条例改正の概要につきましては、説明事項３と同内容となります。平成２８年

１月１日以降介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することと

なりました。それで保険料の徴収猶予及び保険料の減免に伴う申請の記載内容に個人

番号を追加することとなったものでございます。 

  ２．改正内容につきましては、第１１条（保険料の徴収猶予）第２項第１号中及び

第１２条（保険料の減免）第２項第１号中「及び住所」を「及び個人番号（行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。）」に改めるものでございます。 

  不足において、施行期日を平成２８年１月１日としているところでございます。 

  説明事項３と４につきましては以上で終わらせていただきます。 

  次に、諸戸補佐より説明いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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） 私の方からは各会計の補正予算、５番から８番に

ついて説明したいと思います。７ページをお開きください。 

  説明につきましては主なものとさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  一般会計補正予算（第６号）の保健福祉課所管概要についてでございます。 

  歳入からです。 

  １３款、１項、１目民生費国庫負担金８４４万６，０００円の追加は、国民健康保

険基盤安定負担金で４６３万３，０００円の追加の内容につきましては、７割、５割

の支援額の増及び２割軽減拡大に伴う増でございます。７割軽減が１２％から１５％、

５割軽減が６％から１４％、２割軽減が０から１３％となってございます。障がい者

自立支援給付費負担金２２６万６，０００円の追加、障がい者医療費負担金２２７万

２，０００円の追加、障がい児施設給付費等負担金７２万６，０００円の減額は、今

後の見込みによる増減でございます。１４款、１項、１目民生費道負担金３４７万４，

０００円の追加は先ほどと同様の内容ですけども、国民健康保険基盤安定負担金で１

１１万７，０００円の追加、率につきましては先ほどと一緒でございます。後期高齢
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者医療保険基盤安定拠出金が４５万１，０００円の追加、見込み額の増でございます。

障がい者自立支援給付費負担金１１３万３，０００円の追加、障がい者医療費負担金

１１３万６，０００円の追加、障がい児施設給付費等負担金３６万３，０００円の減

額、これにつきましても今後の見込みによる増減でございます。 

  次に８ページを開きください。 

  １５款、１項、２目で１，０００円は、地域福祉基金利子の追加で、今後の見込み

による増でございます。１７款、１項、５目で１，０００円の追加は、同じく地域福

祉基金の繰入金で、今後の見込みによる追加でございます。 

  次９ページですけども、３款、１項、１目６７０万円の追加は、主なものとしまし

ては１１８万円の減額、これにつきましては福祉灯油の扶助費で、灯油単価の減によ

るものでございます。操出金７９０万５，０００円の追加は、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１８４万８，０００円の減額は、需用

費で２６万８，０００円の減額は燃料費で灯油単価の減でございます。操出金１５８

万円の追加は、介護老人保健施設特別会計操出金で１３８万９，０００円の減額、介

護保険特別会計操出金で１９万１，０００円の減額となってございます。３目障がい

者特別対策費５１８万５，０００円の追加は、扶助費で自立支援医療費扶助費が２１

０万６，０００円の追加、これは入院患者増に伴うものでございます。障がい者補装

具費扶助費が７７万２，０００円の追加、障がい者訓練等給付費扶助費が３７６万円

の追加、障がい児通所給付費扶助費が１４５万３，０００円の減額で、いずれも今後

の見込みによる増減でございます。５目総合福祉施設費８８万８，０００円の減額は

燃料費で１１８万２，０００円の減額、これはＡ重油単価の減でございます。修繕料

で３０万円の追加、これは施設修繕料の追加でございます。 

  次に１０ページですけども、３款、１項、６目給食サービス事業費１３万２，００

０円の追加は修繕料で車両修繕の増でございます。８目後期高齢者医療費５９万５，

０００円の追加、主なものは負担金補助及び交付金で、療養給付費負担金が４６万３，

０００円の追加、広域連合への負担金の増。操出金で後期高齢者医療特別会計操出金

で１３万６，０００円の追加となってございます。４款、１項、１目５，５７１万６，

０００円の追加は需用費の燃料費で４１万５，０００円の減額、軽油単価の減でござ

います。負担金補助及び交付金で２４万６，０００円の減額、道南ドクターヘリ就航

経費負担金で２４万６，０００円の減額、前年度負担金の精算による減でございます。

操出金５，６３７万７，０００円の追加は、国民健康保険特別会計施設勘定操出金で

ございます。４款、１項、４目母子衛生費７５万２，０００円の追加は役務費で、妊

婦健康診査手数料が７５万２，０００円の追加で、当初見込みよりも人数が増えたこ

とによるもので５名増となっております。５目乳用児医療費１１３万円の追加は需用

費で、印刷製本費５万円の追加は子ども医療費受給者証印刷に伴う増でございます。

委託料１０８万円の追加は乳幼児医療給付システム改修委託料で１０８万円の追加

です。これにつきましては、乳幼児医療の北海道医療給付事務に伴うシステムの改修

費でございます。 
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  １２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３号の概要についてです。 

  歳入からですけども、３款、２項、１目財政調整交付金２７０万円の追加は特別調

整交付金で、直営診療施設整備事業費で国保病院医療機器購入分の交付決定によるも

のでございます。４款、１項、１目療養給付費交付金８１万４，０００円の追加は変

更決定通知による増でございます。６款、２項、１目４２万７，０００円の追加は特

別調整交付金で、インフルエンザ予防接種の単価増で、肺炎球菌ワクチンにつきまし

ては今回新たに追加するものの増でございます。 

  次１３ページです。 

  ９款、１項、１目一般会計繰入金７９０万５，０００円の追加は保健基盤安定繰入

金で、保険税軽減分で１６０万６，０００円の減額は、申請見込みによる減でござい

ます。保険基盤安定繰入金、保険者支援分につきまして９２６万８，０００円の追加

は、先ほど申し上げました軽減分と同じ理由でございます。９款、１項、１目財政調

整基金繰入金７６０万７，０００円の追加は、保健基盤安定繰入金等の増による財源

調整でございます。 

  １４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７６万５，０００円の増は、高額療養

費の保険者負担分で今後の支出見込みによる増でございます。３款、１項、１目工期

高齢者支援金１６万９，０００円の追加は、工期高齢者支援金で変更決定通知による

追加でございます。 

  １５ページにいきまして、８款、２項、１目４２万７，０００円の追加は予防接種

委託料で、先ほども申しましたインフルエンザの予防接種単価増と、肺炎球菌ワクチ

ンの新規追加によるものでございます。１１款、２項、１目操出金２７０万円の追加

は国民健康保険特別会計事業勘定の繰出金で、先ほども申しました直営診療施設整備

事業、国保病院の医療機器購入分の交付決定によるものでございます。 

  １６ページをお開きください。 

  今金町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号の概要についてでございます。 

  １款、１項、１目普通徴収保険料１００万円の減額は見込みによる減でございます。

２款、１項、１目一般会計繰入金、事務費繰入金で４６万５，０００円の減額、広域

連合への納付金の減でございます。保険基盤安定繰入金６０万１，０００円の追加、

見込み額の増でございます。 

  歳出ですけども、２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金８６万４，００

０円の減額は広域連合への納付金確定に伴う減額でございます。 

  １７ページです。 

  今金町介護保健特別会計補正予算第３号の概要についてです。 

  歳入からですけども、８款、１項、１目一般会計繰入金１９万１，０００円の減額

は、職員給与費等繰入金が４万７，０００円の追加は人件費の増です。地域支援事業

繰入金、介護予防事業分で９万５，０００円の追加は人件費等の増。地域支援事業繰
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入金、包括的支援事業・任意事業について３３万３，０００円の減額は人件費等及び

事業見込みによる減でございます。 

  次１９ページです。 

  ４款、２項、４目包括的・継続的ケアマネジメント事業費で３３万３，０００円の

減額の主なものにつきましては、旅費で５万１，０００円の追加はリハビリ講師派遣

に伴う見込みの増で５万１，０００円となっております。委託料で３０万１，０００

円の減額は地域リハビリテーション指導委託料で委託先変更に伴うものでございま

す。民間から八雲総合病院に変更してございます。 

  私かの説明は以上でございます。 

  次の報告事項につきましては山田主幹から報告いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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、報告事項の保健・福祉・医療の状況

についてご報告いたします。 

  始めに資料４３ページをご覧願います。 

  昨年度に続き、東洋大学ライフデザイン学部の学生３３人がゼミの実地学習の一環

で９月８日に来町しました。ゼミは地域の健康づくりをテーマとしており、地域活動

に実際に参画し、地域の特性や実情に応じた健康づくりを考えるねらいで、昨年に続

いて高齢者いきいき運動会を始め、ふれあい園芸やこぶしの会、老人クラブとの食育

交流会などに参加しました。 

  本事業において学生は内容の企画・考案段階から参画しており、運営の負担軽減と

マンネリの打破から地域にも活力が生まれています。また学生にとっても地域の声を

聞くい機会であり、双方にメリットの大きい交流事業となっております。次年度以降

も新たな展開と充実を視野に同大との交流促進を図って参ります。 

  次に、地域支援体制の構築にあたり、認知症施策の推進・充実が大きな課題として

ありますが、中村記念病院脳神経外科医師を講師として１０月６日に認知症講演会が

開催されました。今金町の６５歳以上の認知症有病率は１６％となっており、認知症

の人や家族が住み慣れた地域で元気に暮らしていけるよう、地域住民、関係機関等が

認知症に対する理解を深めることを目的に開催しております。 

  今後も認知症家族の会や関係機関との綿密な連携・協力から学びを通じて、地域と

ともに認知症の人や家族が元気に過ごしていけるよう支援体制の構築を図って参りま

す。 

  次に資料４５ページをご覧願います。 

  子ども・子育て支援の推進にあたり、かねてより懸案事項でありました、病後児保

育の態勢整備ですが、このたび社会福祉協議会が主催するファミリーサポート事業に

おいて、病後児を実際に預かるサポーターと病後児診断を行う小児科医師の協力体制

が確保されました。 

  また、サポーターを始めとする事業関係者や利用希望者向けに同医師を講師として、

子どもの緊急時対応や感染症に対する基本対策などの研修会が、これまで３回にわた
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り開催されており、より安心・安全な事業運営が図られています。今後も関係機関協

力のもと子育て支援体制の充実を図って参ります。 

  次に資料４６ページをご覧願います。 

  今金中学校を実践校として、校内に感染対策チームを設置するスクールＩＣＴモデ

ル事業が５月よりスタートしております。スクールＩＣＴとは、学校内における感染

管理を担当するチームという意味ですが、具体的内容については医師を中心とした専

門職より感染症に関する初期教育を受け、その活動をとおして生徒・教職員の感染症

罹患を防ぎ、健康増進を図るとともに学級閉鎖・学年閉鎖などを極力少なくすること

により、学校の行事・業務の遂行を円滑に行えることを目的としております。 

  今年度の講義・講習は、１０月までに主にインフルエンザ・ノロウィルスを中心に

生徒６コマ、教諭６コマにわたり実施しました。インフルエンザ・ノロウィルスとも

に冬期間に最も流行期を迎えるため、講義・講習により得た知識と技術により校内で

の本格的なＩＣＴ活動の展開が期待されます。 

  次に、４６ページの下段をご覧願います。 

  新しい介護予防の考え方に基づく地域リハビリテーション活動支援事業が平成２

７年４月にスタートしましたが、これまで介入した９件の個別ケースについて点検・

評価を行った結果、どのケースも概ね良好であり、現状維持と介護認定にならないこ

とを目標としての支援を継続して参ります。 

  また、資料にはございませんが、昨年６月の介護保険法改正による現行制度の見直

しから、平成２９年３月までの猶予期間をもって、要支援者に対する予防給付が市町

村における介護予防日常生活支援総合事業に移行されます。今金町においても当初の

予定では猶予期間をもって移行する方向性で進めておりましたが、早期移行による財

政メリットを考慮し現状のサービス相当でも移行が可能であることから、２８年３月

を目途に現在準備を進めております。財源も考慮した中で介護予防体制の強化充実を

図って参ります。 

  次に、資料４７ページをご覧願います。 

  地域における高齢者の見守り活動に関する協定でありますが、今年６月の道新今金

専売所との協定を皮切りに、１０月にコープさっぽろ、第一生命保険函館支社、１１

月には今金町内郵便局と同協定を結び、重層的な見守り体制の構築を進めております。

今後も更に他のサービス事業者など同様の連携・協定を視野に、地域の見守り体制の

充実を図って参ります。 

  以上で報告を終わらせていただきます。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  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願います。 

  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（太田越宣晴君） それでは、説明事項１番からです。 
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  平成２７年度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。 

  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。 

  収益的収入及び支出の補正ですが、既定の予算の総額に収入支出からそれぞれ２４

０万１，０００円を減額し、予算の総額を収入支出それぞれ３億４，９２９万５，０

００円にしようとするものであります。 

  補正の概要について、収益的収入は第１項事業収益で５６万１，０００円、第２項

事業外収益で１８４万円の減額は、介護報酬料の改定及び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２４０万１，０００

円の減額は各々精査に伴う減額でございます。 

  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５５万２，０００円の増額で、計２億３，２７０万７，０００円でございます。 

  他会計からの補助金の補正は５，３３７万円を、５，１９８万１，０００円に改め

るものでございます。 

  それでは、２７年度老健施設の補正予算第３号の内訳について説明いたします。 

  ２ページをお願いします。 

  収益的収入は、施設サービス費の入所サービス費３２９万９，０００円の減額は、

本年３月の介護報酬の改定によるもので、のちに報告しますが、利用者人数は増えて

いますが、実質の減額となっております。自己負担金の入所者自己負担金は同じく改

定に伴って１８３万円の増となっております。その他記載のとおりでございます。 

  事業外収益は、他会計補助金で一般会計補助金で１３８万９，０００円の減額は財

源調整によるものです。その他は記載のとおりでございます。 

  収益的収支出では、給与費の減額は当初看護師１名の増員を予定していましたが、

未だ採用に至らないため１２月までの給料手当の減額でございます。共済組合負担金

は実績精査による増額でございます。経費においては実績精査による減額が主なもの

ですが、燃料費は単価減が大きく２５３万２，０００円の減額となっております。修

繕費においては春からボイラー関係の補修が多く、６６万９，０００円の増額となっ

ております。役務費の理容理髪料は、当初８０名全員の理容を見込んでおりましたが、

家族による直接支払や家族などによる理髪などの手入れがあるため、減額としたもの

でございます。 

  上記の方にあります、事業外収益その他事業外収益もあわせて減額しております。 

  以上がこのたびの補正予算第３号の内訳でございます。 

  続いて報告事項１の利用状況でございます。 

  平成２７年度の１０月期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月から１０月期で１万５，８６９人、対前年比２５５人の増。日平均在所者数は７

４．２人、対前年比１．３の増でございます。 

  通所利用者は４月から１０月計で１，０４１人、対前年比９３人の増。日平均通所
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者数は７．２人、対前年比０．８人の増となっております。 

  このような実績ではございますが、先ほど説明事項で申し上げたとおり、このたび

の介護報酬の改定は実数とは相反し入所料は減額し、また個人負担が多くなっている

という改定内容となっております。 

  報告事項２の運営状況でございます。 

  ５ページです。 

  施設の収支状況は、４月から１０月末までの損益計算書でございます。 

  老健移設事業収益は、事業収益（１）ですけども、１億７，３７４万２，４４２円、

事業外収益（２）で１１６万９，２７７円、合計１億７，４９１万１，７１９円。（Ａ）

ですが、対前年比で２７万４，１３５円の増でございます。 

  また、下段の老健施設事業費用は、事業費用合計で（Ｂ）ですけども、１億５，９

３１万５，５５１円、対前年比で１，６４５万６，４３５円の減となっております。 

  これは、前年度の特別損失の１，１９６万円があるためで、損失分を除くと４４９

万６，４３５円の減となっております。 

  また、純利益では特別損失を除いて４５５万３，００８円の増となっております。 

  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。 

  よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  以上で、介護老人保健施設の質疑を終わります。 

  次に、国保病院より説明願います。 

  国保病院事務長、柏田君。 

〇国保病院事務長（柏田泰明君） ご苦労様です。 

  国保病院からは説明事項１件、報告事項１件であります。 

  資料の説明に入ります前に、９月定例会終了後、理事者から庄田医長が３月末で退

職するという報告があったところであります。 

  その後の動きについてご報告をいたします。 

  石の確保につきましては、現在、月曜日から火曜日の診療を７月からお願いしてお

ります医師について、副院長も視野に入れながら様々な条件をクリアし、招へいに向

けて進めているところであります。 

  その他の動きについてご報告いたします。 

  まず１点目であります。 

  この度、副町長をリーダーとする医療従事者対策プロジェクトチームを設置し、特

に医師を始めとする医療従事者の確保は喫緊の課題であることから、病院単独での招

へい活動ではなく、今金町全体の課題として従来の手法に留まらず、多様な確保対策

を検討することとしてスタートしたところであります。 

  次に、看護師対策についてでありますけども、現在、看護師不足により派遣・期限

付きで５名お願いしているところでありますが、１１月に１名の常勤者の採用をした
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ところであり、今後においても看護基準の見直しなども含め、派遣・期限付きに依存

しない病院運営を目指して参ります。 

  ２点目でありますが、給食厨房改修についてであります。 

  このことにつきましては、先の常任委員会等で今年度の改修工事を計画していたと

ころということでご報告をしておりましたが、予算の確保、改修工事の内容や工期が

長期化することでの給食内容の精査・検討をする必要が生じたことによりまして、関

係課との協議を行ったところでありまして、新年度予算においてこの部分は計上する

方向で進めているところであります。 

  それでは、資料に基づき、概要をご説明申し上げます。 

  今回の補正につきましては、業務予定量で入院収益及び外来収益においてこれまで

の実績及び今後の見込みを精査し、患者見込数を変更しようとするものであります。 

  業務の予定量につきましては、（１）年間患者数の入院において４，７５８人に、（２）

一日平均患者数で入院において１３人に、（３）主要な建設改良事業では、２のリー

ス資産購入を８０６万２，０００円とそれぞれ改めるものであります。 

  収益的収入及び支出については、既定の予算額からそれぞれ４７１万２，０００円

を減額し、予算の総額をそれぞれ７，５３８万８，０００円にしようとするものであ

ります。 

  資本的収入において、第１項補助金で２７０万円を追加するもので、資本的支出に

おいては既定の予算額から８７万９，０００円を減額し、予算の総額を３，６１７万

９，０００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の補正につきましては、

職員給与費で既定の予算額から２５４万円を減額し、総額を４億３，９５９万５，０

００円にしようとするものであります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  説明につきましては、立島次長より申し上げます。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 国保病院事務次長、立島君。 

〇国保病院事務次長（立島 剛君） それでは、説明事項１の平成２７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号の概要について説明いたします。 

  １ページは、ただいま事務長が説明したとおりでございます。 

  資料２ページをご覧ください。 

  補正の内容について説明いたします。 

  始めに、収益的収入について説明いたします。 

  １款、１項、１目入院収益において４，６００万４，０００円の減額は、１０月ま

での実績及び今後の見込みの精査により、患者見込数を２０人から１３人とし患者１

人あたり収入見込額を２万３，９００円から２万７，０００円としたことによるもの

でございます。２目外来収益において１，４３８万４，０００円の減額は、入院収益

同様１０月までの実績及び今後の見込みの精査により、患者１人あたり収入見込額を

７，０４０円から６，４７０円に減額したことによるものでございます。３目その他
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医業収益、１節公衆衛生活動収益において７０万１，０００円の減額は、肺炎球菌ワ

クチン接種料の減額でございます。２項、４目他会計負担金において５，６３７万７，

０００円の追加は一般会計負担金であり、財源不足による追加でございます。 

  次に、収益的支出ですが、３ページをご覧ください。 

  １款、１項、１目給与費２５４万円の減額の内訳といたしまして、１節給料１７１

万１，０００円の追加は、看護師給の追加でございます。２節手当１８４万２，００

０円の減額は、超過勤務手当、宿日直手当の減額が主なものでございます。３節賃金

６００万円の減額は臨時看護師外賃金で、精査による減額でございます。５節法定福

利費３５９万１，０００円の追加は共済組合負担金の追加が主なもので、共済制度の

変更によるものでございます。２目材料費２００万円の減額は診療材料費で、精査に

よる減額でございます。３目経費において２１万円減額しておりますが、主な内容と

いたしまして、８節燃料費２２１万８，０００円の減額はＡ重油の単価引き下げによ

るものです。続きまして１２節保険料９９万６，０００円の減額は主に社会保険負担

金で、臨時看護師外賃金の減額と連動して減額するものです。１３節賃借料２２０万

円の減額で、医療機器借上料２００万円の減額は精査によるものでございます。１６

節委託料５４９万７，０００円の追加で、医療技術職派遣等委託料７２１万４，００

０円の追加につきましては、派遣看護師のこれまでの実績と今後の見込みによる追加

です。 

  ４ページをご覧ください。 

  ７目研究研修費において６１万円を減額しておりますが、主なものといたしまして、

１節旅費５０万円の減額は今後の見込みによるものです。続きまして、２項、２目消

費税及び地方消費税６４万８，０００円の追加は、税率アップによるものでございま

す。 

  ５ページをお開きください。 

  資本的収入について説明いたします。 

  １款、１項、１目他会計補助金において２７０万円の追加は、国民健康保険調整交

付金で、医療機器購入分の交付決定に伴う追加でございます。 

  資本的支出について説明いたします。 

  １款、１項、２目リース資産購入費においては、執行残により８７万９，０００円

を減額するものでございます。 

  不足する資本的支出の補てん財源については３５７万９，０００円を減額し、補正

後の額は３，３４７万９，０００円となります。 

  以上で、補正予算の説明といたします。 

  続いて、報告事項１の平成２７年度収支報告１０月期までについて説明いたします。 

  資料６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。 

  上段の２７年度１０月までの病院事業収益は１億６，９７４万６，０００円で、前

年同期比較で６，３９５万２，０００円、２７．４％の減となっております。 
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  また、右側の表上段の１０月までの病院事業費用は３億３，２７７万９，０００円

で、前年同期比較３，６７７万８，０００円、１０．０％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１億６，

３０３万３，０００円で、前年同期比較２，７１７万４，０００円の減額となってお

ります。 

  次に、資料７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いたします。 

  １０月までの入院収益につきましては６，７９０万５３１円で、前年同期比較４，

４４４万３，１４４円、３９．６％の減となっており、延患者数は２，４４７名で、

前年同期比較２，４１７名、４９．７％の減となっております。 

  一日一人当たりの収益は２万７，７４８円であり、前年同期比較２０．１％の増と

なっております。 

  また、外来収益につきましては８，８２３万３，７３７円で、前年同期比較１，５

２８万７，４６４円、１４．８％の減となっておりますが、延患者数は１万３，７６

４人で、前年同期比較１０８名、０．８％の増となっております。 

  一日一人当たりの収益は６，４１０円、前年同期比較１５．４％の減となっており

ます。 

  以上で、報告事項１、１０月期までの収支報告を終わります。よろしくお願いしま

す。 

〇委員長（川上絹子君）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。 

  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ございませんか。 

  それでは、次に、合同委員会が必要となる案件について確認いたします。 

  委員から何かございませんか。 

  次に理事者から。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 前段お願いを申し上げましたが、保健福祉課の説明事項でご

ざいます議案第１号、今金町子ども医療費の助成に関する条例制定と、関連条例の一

部改正になります議案第５号、今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、それから報告事項といたし

まして、まちづくり総合戦略室所管事項の第５次今金町総合計画後期計画の策定につ

いて、今金町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略の策定についてと、まち

づくり推進課所管事項であります、せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画の経

過について合同委員会の案件として取り扱っていただきたく、よろしくご配慮の方お

願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） ただいま副町長から説明がありました、合同委員会で説明が
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必要な案件につきましては、総務厚生常任委員会所管では、説明事項の議案第１号及

び議案第５号の医療費助成の条例が２件と、報告事項の第５次今金町総合計画後期計

画の策定について、今金町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、総合戦略の策定に

ついて、せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画の経過についての３件となりま

す。 

  この件について、議会運営委員会に合同委員会開催を申しれたいのでありますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（川上絹子君） ご異議がないので、そのようにいたします。 

  他にありませんか。 

  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。 

  ３時４５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時３４分 

開議 １５時４４分 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  これより平成２７年度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、局長より説明いたさせます。 

  局長、成田君。 

〇議会事務局長（成田光康君） 所管事務調査につきましては、１１月１３日に第３回

目のまとめを行ったところであります。 

  そのときにいただいた意見を基に一部修正し、お手元に配布しております委員会調

査報告の最終案を作成いたしました。 

  朱書き部分となります。 

  ２ページ目の４．意見の８行目から９行目の「はあるものの概ね順調に推移してい

る。」を「があるので計画に沿った実施を望みます。」に改め、１１行目の「適正」を

「適切」に改めました。 

  ３ページの１６行目からになります。 

  前段の「商工会、農協、建設協会三者により、」中略、後段の「今後の施策等に反

映されるよう期待いたします。」までの５行分を「「あったからんど」の営業について

は、開業時間の延長要望があったようですが、町民が望む「あったからんど」となる

よう努めていただきたい。」とまとめました。 

  修正事項は以上です。 

〇委員長（川上絹子君） 修正箇所の説明が終わりました。 

  何かご意見ございますか。 

  以上の内容で委員会調査報告を提出したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 何回も意見を言っているのだけども、２ページの「多少遅れ

があるので」というのは「見受けられる」とかやさしい言い方にした方がいいのかな

と思うのですけどどうですか。 

〇議会事務局長（成田光康君） 見受けられるので。 

〇１０番（山崎 仁君） そういう表現にした方が。あると言ってしまったら、あるの

は早くすれということだから。やわらかくした方がいいのでは。 

〇議会事務局長（成田光康君） 配慮した表現ということで。 

〇委員長（川上絹子君） 「多少遅れがあるので」というところを「見受けられるので」

という形に修正したほうがいいという意見がありました。そのようにこの部分は直し

ていきたいと思います。 

  他に何か気の付いた点ありませんか。 

  それでは、ご異議がないのでそのようにいたします。 

  その他で何かございませんか。 

  それでは私から、議会運営委員会で協議を進めている内容について、委員の皆様に

ご報告いたします。 

  総合体育館・図書館建設について、本定例会で特別委員会を設置し調査を行う予定

で調整を進めています。 

  なお、特別委員会の設置については、次の議運で正式に諮られる予定となっていま

すのでお知らせします。 

  私からは以上です。 

  委員の皆様からその他でございませんか。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） ないようですので、本日の委員会はこれをもちまして閉会と

いたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 １５時５２分 

 


