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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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    議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 

  



- 3 - 

 

開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 皆さんこんにちは。 

  ニュースでは、鬼怒川の堤防が、水が乗り越えてまだ堤防の決壊と連日ニュースで

報道されていますが、多くの犠牲者を出して、今金も利別川沿いに開けたまちとして、

他人事とは思えません。 

  また、きょうは久しぶりに天候に恵まれて、稲刈りをしている家が、来るときにあ

りました。秋まつりや実りの秋を迎えた中で、本日、総務厚生常任委員会を始めたい

と思います。 

 

    ◎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） こんにちは。 

  本日の総務厚生常任委員会にあたりまして、私の方から一言あいさつをさせていた

だきたいと思います。 

  いま、委員長の方からも、この間の東日本という名前が付いておりますけども、大

雨情報の話がありましたので、私もそれにちょっと触れさせていただきたいと思いま

す。 

  昨年の、奇しくもこの本常任委員会の冒頭の私のあいさつの中でも、大雨災害情報

に関連して、今金町の土砂災害警戒、１６地区ありますよと。そのうちの１０地区が

特別警戒区域指定になりますよという情報を出させていただいた経過があるわけで

ありますが、この度の東日本豪雨災害という名称がついているわけでありますが、大

変甚大な被害から、改めて災害対策の重要性が認識されたところであります。情報に

よりますと、それぞれ地域は違うわけでありますが、私の見た範囲の中では最も多い

所の雨量が４００ミリという数字が出ていたところがありました。 

  今金町におきましても、私の知り得ている範囲内では、昭和４年８月には２２０ミ

リの降雨で河川の水位が８メートル上昇し、流出戸数が７０戸流れ、４２の今金町に

ある橋りょうも流出したということで、１２名の方が亡くなっていることがありまし

た。 

  昭和３６年にも２０４ミリの降雨がありまして、このときは２名の死者が出ている

という痛ましい歴史があるわけであります。平成に入ってからは、平成２年に１４０

ミリ台、１０年には２０５ミリの記録があります。近年では、２３年の奥種川で１４

２ミリの記録、２４年に美利河地区での１６６ミリという経過があるわけであります。 

  このたびの豪雨では、堤防決壊で被害が大きくなったとされていますが、昭和４３

年４月にこの後志利別川が１級河川に指定されました。その後に様々と、特に蛇行し
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ていた川をスムーズに流れるようにという改良・改修が行なわれまして、堤防強化が

行なわれてきているわけであります。 

  そういうところから、今金町の洪水ハザードマップというものも作成されているわ

けでありますが、このベースになっていますのが、１００年に１度の１日総雨量２２

９．３ミリの想定で作成されているわけであります。 

  実は私も町長になってから、国土交通省の社会資本整備評議員会の河川部会の委員

になったことがあります。知事と私が北海道で指名されて、そのときに利別川の整備

の計画もつくったわけでありますけども、そのときに出てきたのも２２９ミリという

数字が、その会議の中でも整備されてそのベースとしてハザードマップがつくられて

いるという経過があるわけであります。 

  今金町におきましては、毎年、防災会議を開催し、関係機関との連携を図っていま

すが、改めて今回の災害を教訓にしまして、早期の適切な予防と災害時の対処に心掛

けて参りたいと考えております。 

  さて、国におきましては、様々な制度、政策の変更があり、その後に向けた対応を

して参りますが、今金町におきましても町独自政策として本常任委員会所管では、ま

ち・ひと・しごと創生戦略基金条例や、企業立地促進条例、産業基盤整備促進支援事

業及び町の住宅政策として、民間対象の政策としての財産の無償貸付等を本議会に提

案しているところであります。このことは今後議論されるまち・ひと・しごと創生の

目指す姿に一致するものであり、熱意を持ち、努力される方々を支援するものであり

ます。重要課題として認識している様々な提案メニューにつきましても、制度設計を

行い、順次具現化して参りたいと考えております。 

  懸案事務でありますところの、今金町人口ビジョンやまち・ひと・しごと創生戦略

の策定経過報告と、総合体育館・図書館建設事務の経過については常任委員会に資料

提出していますが、先般、事業者からの提案情報が届いていることから、せたな大里

地区風力発電事業の、せたな・今金間送電線計画については整理をして合同委員会を

要請した中で、経過報告をしたいと考えております。 

  国保病院の運営についてでありますが、改善改革の課題に向けて、病院長との相

談・協議と関係医師との個別懇談を通じて対応して参ります。このことについては、

改めて全員協議会の開催を要請いたしまして、病院長からの運営見解を述べる機会を

お願いしたいと計画しているところであります。 

  この間、国会議員、省庁の幹部、道議会関係者、北海道庁幹部との懇談をしていま

すが、その中での２８年度予算確保の厳しさの情報を受けており、機会を捉えて当初

予算確保に努めて参りたいと考えております。 

  この後に所管からの提出議案の説明をいたしますので、ご審議賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

    ◎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、
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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、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） こんにちは。ご苦労様です。 

  私の方から説明を申し上げたいと思います。 

  ９月定例会に提案を予定しております事案につきましては２４件であります。 

  その内訳につきましては、新たに条例を制定しようとするものが２件、議案第１号

の今金町まち・ひと・仕事総合戦略基金条例制定について、議案第２号の今金町企業

立地促進条例制定についてであります。条例の一部改正をしようとするものが２件、

議案第３号の今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について、議案第４

号の今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。地方自治法第９６条

第１項第６号の規定により議会の議決を求める案件は１件で、議案第５号の財産の無

償貸付についてであります。地方自治法２８６条第１項の規定により構成市町村議会

の議決を求めるものが３件で、議案第６号の北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、議案第７号の北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て、議案第８号の北海道市町村総合事務組合規約の変更についてであります。平成２

７年度の一般会計を始め各会計での補正予算が８件、議案第９号の一般会計補正予算

第４号、議案第１５号の国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第２号、議案第１１

号の後期高齢者医療特別会計補正予算第２号、議案第１２号の介護保険特別会計補正

予算第２号、議案第１３号の介護老人保険施設特別会計補正予算第２号、議案第１４

号の国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第２号、議案第１５号の簡易水道事業特

別会計補正予算第２号、議案第１６号の公共下水道事業特別会計補正予算第２号であ

ります。地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項等の規定に

より、平成２６年度の各会計の決算認定をお願いするものが、一般会計を始めとして

８件であります。認定第１号、平成２６年度一般会計歳入歳出決算。認定第２号、平

成２６年度国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算。認定第３号、平成２６年度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。認定第４号、平成２６年度介護保険特別会計

歳入歳出決算。認定第５号、平成２６年度介護老人保険施設特別会計歳入歳出決算。

認定第６号、平成２６年度国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算。認定第７号、

平成２６年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。認定第８号、平成２６年度公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算。 

  以上、合計で２４件であります。 

  それでは、今年度各会計の補正予算及び平成２６年度の決算認定に係るものを除き

まして、新条例の制定、条例の一部改正、地方自治法の規定により議会の議決を求め

るものについて、提案理由を申し上げます。 

  議案第１号、今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について。人口減少

社会到来の中、将来にわたる発展と住民サービスの維持を目指して、子育て支援、移

住定住促進、人の育成支援、産業振興その他の人口減少対策の総合的な推進に資する
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ことを目的とし、将来にわたり安定的な財源を確保するため基金を設置する条例を制

定するものであります。 

  議案第２号、今金町企業立地促進条例制定について。本町における経済活動並びに

その根幹である施設整備等の投資に対し、様々な分野にまたがる産業構造であること

を考慮し、総合的かつ多角的な支援政策を展開することを目的とした今金町産業基盤

整備促進支援事業メニューの１つとして、町内に事業所を設置する事業者に対して積

極的な支援を行うことにより企業の立地を促進し、本町の経済発展と雇用拡大を目的

とし、新たに本条例を制定するものであります。 

  議案第３号、今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について。平成２

７年１０月５日より日本国内の全住民に付番される個人番号（マイナンバー）を含ん

だ個人情報（特定個人情報）の取扱いに関する規定の整備のため、本条例の一部を改

正するものであります。 

  議案第４号、今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。平成２７

年１０月５日より日本国内の全住民に付番される個人番号（マイナンバー）が個人番

号通知カードとして送付され、本人の申請により平成２８年１月以降、順次個人番号

カードが交付されることとなっており、個人番号通知カード及び個人番号カードの再

交付手数料を制定するために、本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第５号、財産の無償貸付について。本町における喫緊の課題である、人口減少

対策や定住促進を図る観点から、新たな住宅対策が求められており、町内に点在して

いる町有地を有効活用し、民間活力による賃貸共同住宅建設を促進するため、市街地

の町有地を無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  議案第６号、議案第７号、議案第８号の３件については、提案趣旨が同様であり、

構成団体の解散脱退、加入による規約の変更でありますので一括で説明を申し上げま

す。本組合の構成団体において、平成２８年３月３１日に６団体、道央地区環境衛生

組合、南渡島青少年指導センター組合、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十

勝消防事務組合、南十勝消防事務組合が解散脱退し、１団体、十勝広域消防事務組合

の加入が生じることによる規約の変更と、議案第６号では、文書整理に伴う規約の変

更について。議案第７号では、規約を縦書きから左横書きに改めることに伴う規約の

変更について。議案第８号では、共同処理する事務においても上記団体とは別に５団

体の脱退と１８団体の加入が生じたことに伴い、規約の変更について３議案とも地方

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。 

  副町長、中島君。 
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〇副町長（中島光弘君） 前段でお願いでございますが、こののち、本所管委員会の部

分で合同委員会のお願いをしようとするものがございます。 

  総務財政課所管事項の議案第３号、今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例

制定について。まちづくり推進課説明事項にあります議案第２号、今金町企業立地促

進条例制定について。その他報告事項で、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。まちづくり総合戦略室の説明事項であります議案第１号、今金

町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について。報告事項であります、今金町

人口ビジョン素案について、今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略素案について。

税務住民課説明事項であります議案第４号、今金町手数料徴収条例の一部を改正する

条例制定については合同委員会にてご説明を申し上げたく、本常任委員会では説明を

省略させていただきたく、委員長のご配慮をよろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） ただいま、副町長より申出がありました案件については、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、説明事項につきましては、いま副町長からありました１点目の

個人情報保護条例の一部改正案につきましては、合同委員会の方でということで割愛

させていただきまして、説明事項で３点。それから報告事項で２点の説明を申し上げ

たいと思います。 

  説明につきましては、総務財政課長補佐がいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  先ほど、副町長からお話があったとおり、今金町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例案の説明につきましては、合同委員会での説明といただきますので、よろしく

お願いいたします。 

  それでは２ページをお開きください。 

  説明事項２の、議案第５号関係、財産の無償貸付についてご説明いたします。 

  無償貸付の理由といたしまして、本町における喫緊の課題である、人口減少対策や

定住促進を図る観点から、新たな住宅対策が求められており、町内に点在している町

有地を有効活用し、民間活力による賃貸共同住宅建設を促進するため、市街地の町有

地を無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  無償貸付の条件といたしまして、無償で貸し付ける土地は、賃貸共同住宅の建設及

び経営に使用するものとし、他の目的に供してはならないこととしております。 
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  またこの他にも、町税に未納がなく、今金町暴力団の排除の推進に関する条例に該

当しない者となってございます。 

  無償貸付の期間でございますけども、平成２７年１０月１日から平成３７年９月３

０日までの１０年間としておりますけども、この貸付期間は更新することができるこ

ととなっております。 

  貸付の相手方でございますけども、住所、今金町字日進１０６番地の７。経営形態、

個人。氏名、山本栄子。 

  無償貸付する財産といたしまして、所在地、今金町字今金４３５番地の３６９と４

３５番地の３７０で、あったか団地分譲地の一画でございます。 

 地積は２筆合計で、８４７．２３平米でございます。下段の土地位置図で赤線で表示

している部分が今回の無償貸付の対象地となってございます。 

  続きまして３ページをご覧ください。 

  説明事項３、一部事務組合規約の変更についてご説明いたします。 

  （１）議案第６号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。 

  規約の変更の概要でございますけども、本組合の構成団体において、６団体の解散

脱退及び１団体の加入が生じたことや、文言整理に伴う規約変更について、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。 

  改正内容といたしまして、１点目は、第１条において、「併せて、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１章の規定に基づく町村議会議員共済会

に関する事務と相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかること

を目的とする。」を「議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを

目的とする。」に変更するものでございます。 

  ２点目は、別表第１において、道央地区環境衛生組合、東十勝消防事務組合、西十

勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、南渡島青少年指導センター

組合の６団体を削り、とかち広域消防事務組合の１団体を加えるものでございます。 

  続きまして、議案第７号関係、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。 

  こちらの規約変更の概要でございますけれども、本組合の構成団体において、６団

体の解散脱退及び１団体の加入が生じたことや、本組合規約を縦書きから左横書きに

改めることに伴う規約変更について、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。 

  改正内容といたしましては、１点目は、別表において、道央地区環境衛生組合、南

渡島青少年指導センター組合、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事

務組合、南十勝消防事務組合の６団体を削り、とかち広域消防事務組合の１団体を加

えるものでございます。 

  ２点目は、北海道市町村職員退職手当組合規約を縦書きから左横書きに改めること

に関する一連の改正でございます。 
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  ４ページをお開きください。 

  続きまして、議案第８号関係、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてでご

ざいます。 

  こちらの規約変更の概要でございますけども、本組合の構成団体において、６団体

の解散脱退及び１団体の加入が生じ、共同処理する事務について、上記団体とは別に

５団体の脱退と１８団体の加入が生じたことに伴う規約変更について、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。 

  改正内容といたしまして、１点目は、別表第１において、道央地区環境衛生組合、

南渡島青少年指導センター組合、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝

消防組合、南十勝消防事務組合の６団体を削り、とかち広域消防事務組合の１団体を

加えるものでございます。 

  ２点目は、別表第２において、第１項から第７項までの共同処理する事務について、

音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町の１８

団体を加え、東十勝消防事務組合、西十勝消防事務組合、南十勝消防事務組合、北十

勝消防事務組合、池北三町行政事務組合の５団体を削るものでございます。 

  また、同表第９項の協同処理する事務については、道央地区環境衛生組合、南渡島

青少年指導センター組合、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防事

務組合、南十勝消防事務組合の６団体を削り、とかち広域消防事務組合の１団体を加

えるものでございます。 

  ５ページをご覧ください。 

  ５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４号の概要につ

いてでございます。 

  一般会計補正予算第４号について、補正前の額５１億３，４２６万円に、補正額１

億８，５７０万８，０００円を追加して、補正後の額を５３億１，９９６万８，００

０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。 

  続きまして左側の表の一般会計補正予算第４号の歳入歳出一覧につきまして、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。 

  歳入でございますけれども、町税９４０万円の追加は個人町民税・固定資産税の追

加でございます。地方交付税１億２８０万４，０００円の追加は普通地方交付税によ

る追加でございます。国庫支出金１，０７１万１，０００円の追加は社会保障・税番

号システム関連の補助金の追加、教育推進自治体応援事業費補助金の追加が主なもの

でございます。道支出金１，６８２万３，０００円の追加は農業経営高度化促進事業

補助金の追加、国営事業今金北地区換地事業委託金の追加が主なものでございます。

諸収入６０８万８，０００円の追加は障がい者自立支援給付費国庫負担金等過年度収

入の追加が主なものでございます。町債３，６１０万円の追加は臨時財政対策債の追
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加、商工債において住宅リフォーム助成事業債の追加が主なものでございます。 

  右側の表の歳出でございますけども、総務費１億８５２万５，０００円の追加は財

産管理費において公共施設等除雪委託料の追加、電子計算費において社会保障・税番

号制度システムに係る負担金の追加、地方創生事業費においてまち・ひと・しごと総

合戦略基金積立金の追加が主なものでございます。民生費６９３万２，０００円の追

加は老人福祉費において高齢者住宅等除雪サービス委託料、介護保険特別会計操出金

の追加、障がい者特別対策費において自立支援医療費扶助費の追加が主なものでござ

います。衛生費１，８７５万５，０００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操出金の追加が主なものでございます。農林水産業費１，３１

１万８，０００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、国営緊急農地再編整備事業推進費において田代・稲穂換地現況図等作成業務委託

料、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４，３９

４万６，０００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、

商工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、観光費においてクア

プラザピリカ１号温泉井メンテナンス業務委託料の追加が主なものでございます。 

  ６ページをお開きください。 

  ６ページ目でございますけども、一般会計補正予算第４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ども、８款地方特例交付金、１目地方特例交付金において２４

万８，０００円の減額は地方特例交付金で、交付額の確定による減額でございます。

９款地方交付税、１目地方交付税１億２８０万４，０００円の追加は普通地方交付税

で、今回の補正予算に伴う財源調整でございます。１３款国庫支出金、５目総務費国

庫補助金６５７万９，０００円の追加は、社会保障・税番号制度システム整備補助金

４３９万６，０００円は事業費増による追加、個人番号カード交付事業費補助金２０

０万２，０００円は交付決定による追加、個人番号交付事務費補助金１８万１，００

０円は交付決定による追加となってございます。１４款道支出金、１目総務費委託金

９７万５，０００円の減額は平成２７年４月１２日執行の北海道知事・道議会議員選

挙費委託金で、交付額確定による減額でございます。１６款寄附金、１目一般寄附金

４５万６，０００円の追加はふるさと納税寄附金が１６件あったことによる追加でご

ざいます。１９款諸収入、２目雑入３０万円の追加は市町村職員まちづくり研修会開

催支援金で、交付額確定による追加でございます。これは、北海道市町村振興協会が

まちづくりに関する知識の習得や、政策形成を目的とした研修会を開催した経費を支

援するもので、上限額が３０万円となっているものでございます。２０款町債、１目

臨時財政対策債３，０７０万円の追加は臨時財政対策債で、平成２７年度発行可能額

確定によるものでございます。３目商工債９５０万円の追加は住宅リフォーム助成事

業債で、過疎債充当事業による調整に伴うものでございます。６目教育債４１０万円

の減額はスクールバス購入事業債で、こちらも過疎債充当事業による調整に伴うもの

でございます。 
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  ８ページをお開きください。 

  続きまして歳出でございます。２款総務費、１目一般管理費４８５万８，０００円

の追加は給料において５３７万６，０００円の追加、７月１日付け人事異動に伴うも

のでございます。職員手当等において２５７万４，０００円の追加は、こちらも人事

異動、負担率確定に伴うものでございます。共済費において３２０万７，０００円の

減額は、こちらも同じく人事異動、負担率確定に伴うものでございます。負担金補助

及び交付金１１万５，０００円の追加は町村非常勤職員公務災害補償組合負担金でご

ざいます。こちらは当初見込んでいた人数を超過したため今後の加入予定及び予備を

含めて追加するものでございます。５目財産管理費、委託料において５００万円の追

加は公共施設等除雪委託金で、管財所管の町有施設の除雪に伴うものでございます。

１１目電子計算費、備品購入費において３２万８，０００円の追加は備品購入費で、

町内ＬＡＮパソコン用ソフトウェアライセンス購入に伴うものでございます。負担金

補助及び交付金において６３９万８，０００円の追加は社会保障・税番号制度に係る

システム改修及びカード発行事務委任による追加でございます。１５目諸費、委託料

において３０万円の追加は職員研修業務委託料で、歳入でご説明しました北海道市町

村振興協会の補助事業で、係長以下を対象にした会議運営の能力の向上を図るための

研修を開催するものでございます。２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、

給料において２１万８，０００円の追加は、こちらも７月１日付け人事異動に伴うも

のでございます。職員手当等において６万３，０００円の追加は、こちらも人事異動、

負担率確定に伴うものでございます。共済費において９万円の減額は、同じく人事異

動、負担率確定に伴うものでございます。２目北海道知事・道議会議員選挙費２３１

万６，０００円の減額は執行額の確定に伴う事務費の減額によるもので、全て執行残

となってございます。 

  １０ページをお開きください。 

  ３目今金町長・町議会議員選挙費１４４万７，０００円の減額は、こちらも執行額

の確定に伴う事務費の減額によるもので、全て執行残となってございます。 

  １１ページをご覧ください。 

  １１款公債費、１目元金７６万７，０００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５２０万８，０００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、補正予算の説明を終わります。 

  １２ページをお開きください。 

  １２ページからは、報告事項となってございます。 

  まず１点目は、報告事項資料１、平成２７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、２７年度と２６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２７年度においては、個別算定経費以下５項目について算定しております。 
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  中段にあります、基準財政需要額の（ア）＋（イ）ウの欄で、今年度の基準財政需

要額は３３億２，３８２万６，０００円、６，６７３万５，０００円、２．０％増と

なってございます。 

  基準財政収入額でございますけども、（エ）＋（オ）カの欄で、５億７，５６６万

７，０００円、１，３５６万１，０００円、２．４％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、２７億４，８１５万９，０００円、５，３１７万４，０００円、２．０％

の増となってございます。 

  続きまして、平成２７年度の主な増減要因及び改正点でございます。 

  （１）地域経済・雇用対策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３，０１５万円の減となってございます。 

  （２）人口減少等特別対策事業費の新設による増につきましては、算定額１億１，

８３５万１，０００円の増となっており、これは地方財政計画に計上されたまち・ひ

と・しごと創生事業費に対応し、既存の地域の元気創造事業費に加え、新た費目とし

て創設、算定にあたっては人口を基本とした上でまち・ひと・しごと創生の取組の必

要度及び取り組みの成果を反映させたものになってございます。 

  （３）公債費につきましては、過疎対策事業債・減税補てん債償還終了による減に

よるもので、前年対比２，１８８万円の減となってございます。 

  １３ページをご覧ください。 

  資料２につきましては、平成２７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。 

  今金町において２７億４，４３８万３，０００円、５，１９７万９，０００円、１．

９％の増となってございます。 

  檜山管内といたしましては、増加町村が５町、減少町村が２町、管内の計が１８８

億８，２９６万１，０００円、２億３，６６３万９，０００円、１．３％の増となっ

てございます。 

  ２番目は、今金町普通地方交付税の決定額の推移を折れ線グラフで表記してござい

ますので、のちほどご覧ください。 

  以上が普通交付税の説明でございます。 

  続きまして１４ページをお開きください。 

  １４ページ目ですけれども、報告事項２資料３につきましては、平成２６年度健全

化判断比率等の状況となってございます。 

  ２６年度の決算数値を基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、８．９％となってございます。 

  前年度の８．５％と比べると、０．４ポイント増加しております。 

  実質公債費比率が増加した主な要因は、普通交付税の減及び公債費に準ずる債務負

担行為に係るものの減が主な要因となってございます。 
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  また下段ですけども、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。 

  なお１５ページ、１６ページにつきましては、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、のちほどご確認ください。 

  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（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。 

  日置君。 

〇７番（日置紳一君） 財産の無償貸付についてですけども、このアパートなんかは大

概３０年くらいはもつ中で、１０年間で期間を更新するということはどういう根拠が

あるのか教えてください。 

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） 契約上は１０年ということでありますが、双方から申

し出がなければ、そのあと更新ができるということの中身になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 日置君。 

〇７番（日置紳一君） １０年ごとにやっているから、３０年後、２０年後にまた新た

に注意したいとかいろいろな問題があるから、こうやってやっているのかなと思った

のだけども、これ、たまたま知っている人なので、この旦那さんというのが大体６０

歳くらいになっているのですよね。これ３０年くらいのアパートを建てると９０歳と

かになって、壊して更地にして返すといったときに、この人方だけの契約では、その

人がまだいるかどうかわからないという状況にならないとも限らないですよね。だか

らそういうときに２０年後、３０年後にまた契約したときにそういう話をするのかな

というふうに思っていま聞いたのですけども、そういうことはどうですか。 

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） 要綱の定め上は、原則としては、返却するときは原状

回復ということでありますが、いま仰ったような様々な事由があると思いますので、

その事由に基づいて、例えば解体撤去を取り止めたりですとか、あるいは原状回復を

猶予するだとかということを都度検討できるという内容になっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 他に質疑ありませんか。 

  芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） いまの質問と関連しますけども、個人投資による住宅の確保と

なれば、行政も非常に負担の軽減になるかなというふうに思っています。 

  いま現在の賃貸料をもらうとした場合に、月としてどの程度の金額になるかお知ら

せいただきたい。 

〇委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 
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〇総務財政課長（森 朋彦君） 資料がいま手元にございませんので、のちほど回答さ

せていただくということでお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 関連しますけども、例えば１０年経過したあと、この無償貸付

が期限切れになるわけですけども、そのときの賃貸料の算定基準はどのような。 

  ずっと２０年、３０年無償でやるということですか。 

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） 今回の契約につきましては、契約が更新になった場合

につきましても、賃貸料が発生しない、無償で貸し付けをするということであります。 

  詳細な試算についてはしておりませんが、近傍地の単価ということを参照しながら、

あるいは土地の評価額等々がありますので、それに基づいて試算するということにな

ります。 

  今回該当する土地の賃貸料について試算の方はしておりませんので、その旨でご理

解をお願いしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 概算でも結構ですけども。 

  お願いします。 

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） 近傍の単価を例にしますと、大体６，０００円から６，

５００円程度かなということの試算であります。 

〇委員長（川上絹子君） よろしいですか。 

  他にありませんか。 

  総務財政課長補佐、岸君。 

〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） 資料について１点訂正させていただきたいのです

けども、２ページの財産の無償貸付について、（５）の無償貸付する財産の地積の２

筆合計が、４３５番地の３６９、４３２．３３平米、４３５番地の３７０、４２３．

０２平米、合計額が８４７．２３平米と表記しておりますが、８５５．３５平米に訂

正をお願いいたします。誠に申し訳ございませんでした。 

〇委員長（川上絹子君） 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） お疲れ様です。 

  まちづくり推進課からは、説明事項３点ございますが、１と３、産業基盤整備促進

支援事業に関係するものにつきましては、前段副町長よりありましたとおり、合同委

員会にてご説明させていただきますので、これを割愛し、説明事項２の平成２７年度

一般会計補正予算第４号の概要について、山田課長補佐、田中主幹及び消防署小野次

長からそれぞれ説明させていただきます。 
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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） お疲れ様です。 

  私の方からは、一般会計補正予算第４号のまちづくり推進課所管概要についてご説

明させていただきます。 

  資料２ページをご覧ください。 

  まず歳入です。 

  １４款、２項、１目総務費道補助金で１５４万２，０００円の追加は電源立地地域

対策交付金が１５２万７，０００円、消費者行政活性化交付金が１万５，０００円の

それぞれ追加で、いずれも交付額の確定によるものでございます。 

  次に、歳出です。 

  ２款、１項、７目住民活動推進費で４５万６，０００円の追加は積立金で、ふるさ

と創生基金積立金が、ふるさと納税１６件の実績があったことにより追加となります。

１２目生活改善センター等費で３６万５，０００円の追加は需用費で、花石交流セン

ターの浄化槽マンホールなどの修繕料となってございます。２款、５項、１目統計調

査総務費で補正額０円の内訳は需用費で３０万円の減額、委託料で３０万円の追加と

なっております。委託料の内容につきまして、今年度国勢調査が実施されますが、調

査にあたる調査員が使用する要図を業者に作成してもらうための経費となっており

ます。国勢調査は国の交付金を受けて行いますので、委託料で増額となった分を財源

調整するため、同額を需用費の消耗品費から減額しようとするものでございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  ４款、１項、３目環境衛生費で４９万円の追加は需用費が４０万円、役務費が９万

円でそれぞれ追加でございます。需用費は、やすらぎ苑葬祭場の正面玄関前にある丸

い花壇を撤去するための修繕料でございます。また役務費は、やすらぎ苑葬祭場とや

すらぎ霊園のトイレの汲み取り料でございます。 

  以上で、私の説明を終わります。 

  次に、田中主幹から説明いたします。 

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） こんにちは。 

  私の方から、引き続き商工観光グループ所管の補正予算概要についてご説明申し上

げます。 

  ３ページ中段になります。 

  ５款労働費、１項労働費、１目労働諸費２万８，０００円の減額でございますが、

１９節負担金補助及び交付金で渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会負担金の執行

額の確定に伴う減額でございます。７款商工費、１項商工費、１目商工総務費で９９

２万８，０００円の追加は、１節報酬で７万円、９節旅費で２，０００円のそれぞれ

減額となっておりますが、今金町企業立地促進条例を新たに制定しようとするものに

伴い廃止をしようとします、今金町工場誘致等に関する条例に規定する委員会委員報

酬及び費用弁償の減額によるものでございます。１９節負担金補助及び交付金では、
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住宅リフォーム助成事業補助金で１，０００万円を追加しようとするものでございま

す。住宅リフォーム助成事業に関しましては、平成２５年度より制度を施行している

ところでございますが、３ヶ年目を迎えました今年度も引き続き堅調な需要がござい

まして、８月末現在で５３件の交付決定を行っているところでございます。冬を迎え

るまでの施行件数の見込みを立て、所要の予算を計上したところでございます。 

  続きまして４ページをご覧いただきたいと思います。 

  ７款商工費、１項商工費、２目商工業振興費で２，０４１万円の追加は、８節報償

費で３０万円、９節旅費で３９万円の追加でございますが、お手元にまちづくり推進

課提出の別紙資料があろうかと思いますので、そちらの４ページをお開きいただきた

いと思います。 

  産業基盤整備促進支援事業の概要についての資料となってございますけども、事業

全体の概要等につきましては、合同委員会にて改めてご説明申し上げますが、本事業

は町内の経営体に対します施設整備への投資意欲や、経営向上に対します意欲喚起を

目的といたしました支援事業と、地域での消費循環を促すための施策という事業構成

となっております。 

  消費をする方々の循環、これは地域を一度離れた若い方々が再び地元に戻って来れ

る環境ですとか、あるいは町外から流入させることが必要となりますが、それには地

域で働く場が不可欠な要素になろうかというふうに思います。 

  徳島県の上山町という中山間地域で、人口６，０００人弱の農業を基幹産業とする

まちがございますが、ＩＴ企業やデザイン会社など場所を選ばない企業の誘致ですと

か、地域が必要とする働き手、それから起業家を募り移住を促進し、転入人口が転出

人口を上回るという現象が生まれております。 

  人口規模や構造、それから産業構造等が類似する地域の事例について、その成果だ

けではなくプロセスやそれを生み出した仕組みを研修すべく、視察研修旅費及び上山

町で主体的に活動推進しておりますＮＰＯ法人の理事長をお招きしてのフォーラム

開催に係る講師謝金の所要予算をそれぞれ計上いたしております。 

  資料４ページ右側になりますけども、ワーキングステイいまかね事業は働く場を選

ばない職種の方々が今金町で定住をしながら生活ができるのか、また生活をしたいと

思うのか、そういった可能性について模索をするということを目的として、滞在体験

事業ということで先に申し上げました先進地視察、それから研修会等を踏まえまして、

来年度の事業実施に向け取り組んで参りたいと考えております。 

  資料の方、またお戻りいただきまして、商工業振興費の１９節負担金補助及び交付

金で１，９７２万円の追加でございます。 

  これは地域力再生プロジェクト事業補助金で４００万円、それから産業基盤整備促

進支援事業補助金で１，５７２万円のそれぞれ追加でございます。地域力再生プロジ

ェクト事業につきましては、先に開催の全員協議会において事業主体でございます今

金町商工会より、事業に取り組んだきっかけから進捗の経過、今年度以降の展望等々

についての説明があったところでございますが、国の補助事業採択を受けまして、総
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事業費１，２９６万円、うち国が８００万円、自己負担となります４９６万円を町が

補助しようとするもので、現計予算に３００万円を追加しようとするものでございま

す。また本事業をきっかけに畳製造国内大手のＴＴＮコーポレーションが、町内に障

がい者雇用を見据えた植物工場建設の計画を持たれ、７月に企業と商工会及び町とコ

ミュニティビジネス創出に関する事業連携の協定を締結したところでございますが、

植物工場事業実施と障がい者雇用の実現に向けての調査研究として１００万円の所

要予算を計上しております。 

  調査研究費用は２００万円がＴＴＮコーポレーション、１００万円が町が商工会に

補助する形での支援となります。 

  続きまして、３目観光費で１，３６０万８，０００円の追加は、１１節需用費で３

００万円の追加。これはクアプラザピリカ本館の温泉施設給水ポンプ、それからレス

トハウスの自動扉の修繕等によるものでございます。温泉給水ポンプにつきましては、

露天風呂の昇温系統電動三方弁モーターと浴槽ろ過機のエア抜き弁の不具合による

もので、レストハウス自動扉につきましては、業者の点検によります反射センサーの

経年劣化・不具合が確認されたため、スキー場オープン前に修繕しようとするもので

あります。１３節委託料で１，０１５万８，０００円の追加は、クアプラザピリカ温

泉井メンテナンス業務委託料で８３２万２，０００円、スキー場ゲレンデ整備業務委

託料で１８３万６，０００円の追加補正でございます。温泉井のメンテナンスにつき

ましては、前回、平成２３年度に実施をし、４年が経過したところでございますが、

動力装置の機材更新、それからモーターポンプの分解整備等のメンテナンス業務を、

１１月のクアプラザピリカの施設メンテナンス休館に合わせて実施しようとするも

のでございます。スキー場ゲレンデ整備業務につきましては、スキー場のオープン前

に合わせて、ゲレンデの除草をすることで営業期間が、オープンする前とクローズが

近付くというところでの、それぞれの期間延長が見込めるかなということで、所要の

予算を計上しているところでございます。１８節備品購入費で４５万円の追加は、ス

キー場パトロール用のスノーモービルの購入費でございます。現在使用の物件は、平

成１５年に納車し、走行距離３，８６７キロの稼働実績でございますが、故障頻度が

高く維持経費もかさんでいる状況から、今回更新しようとするものでございます。 

  以上で、私の説明を終わります。 

  次に、消防署小野次長から説明いたします。 

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） 田中主幹より説明がありました、９款消防費の檜山

広域行政組合負担金１１４万２，０００円の追加について、内容説明いたします。 

  ４ページをお開きください。 

  消防団経費において２１３万３，０００円の追加は需用費の被服費で、消防団員用

雨衣９９万３，０００円の追加で、これは水害時等に使用するもので、平成２７年４

月消防団員等公務災害補償等共済基金の消防団員安全装備品整備等助成事業に申請

をいたしましたところ、７月に９９万１，０００円の助成決定を受け、購入しようと
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するものであり、一番下段にあります歳入で檜山広域行政組合分として、消防団員安

全装備品整備等助成金として９９万１，０００円が雑入に入り、その分を町負担金か

ら差し引いて２，０００円の追加とするものでございます。同じく被服費で、被服の

１４万円の追加は１０月１日付けにて２名の新入団員に伴うものであります。委託料

で１００万円の追加は消防施設除雪委託料で、種川、花石、美利河地区の消防施設及

び消防水利の除雪委託料でございます。 

  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（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。 

  ないようですので、以上でまちづくり推進課の質疑を終わります。 

  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、説明事項４点、報告事項１点でありますが、副町長

の冒頭の説明のとおり、１つ目の総合戦略基金条例の制定について、３つ目の今金町

人口ビジョン素案について、４つ目の今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略の素案

については説明を割愛いたしますが、それぞれ案件については合同委員会でのご審議

をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  ２つ目の平成２７年度一般会計補正予算の概要については私から。報告事項の第６

次今金町行政改革大綱の策定については早坂主幹の方からご説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  ２ページをお開きください。 

  一般会計補正予算第４号のまちづくり総合戦略室所管の概要についてであります。 

  説明事項１の基金設置条例にも関係いたしますが、補正予算の内容を主に説明いた

します。 

  ２款総務費、１項総務管理費において、１６目地方創生事業費を新設いたしまして、

まち・ひと・しごと総合戦略基金積立金９，０００万円を追加計上しております。 

  この追加補正に関しましては、平成２７年度普通地方交付税の算定項目において、

地方公共団体が自主性・主体性を最大限に発揮して地方創生に取り組み、地域の実情

に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から、国の地方財政計画に措置されたと

ころであります。 

  算定の基本的な考えについては先ほど総務財政課から説明がありましたが、人口を

基本とした上で、まち・ひと・しごと創生の取り組みの必要度及び取り組みの成果を

算定に反映させるため、全国的かつ客観的な指標で各団体ごとのデータを幅広く選定

し算定に活用されるものでございます。 

  主な指標については、人口増減率、転入者人口比率、転出者人口比率、年少者人口

比率、自然増減率などを活用し、あわせて全国の伸び率とその差及び現状の数値が悪

い団体に応じて割増算定を行うものであります。 
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  本町の人口減少対策事業費の算定需要額は１億１，８００万円で、全体の算定需要

額３３億２，４００万円、交付基準額２７億４，８００万円を基準とし、割り返した

額を算出し、厳しい財政状況ではありますが、普通地方交付税を基金積立金の原資と

して予算計上したところであります。 

  また地方版総合戦略で、目指すべき将来の基本方針案として４項目掲げており、１

つ目には安心して暮らせる環境をつくる。２つ目には安心な暮らしを守るとともに、

地域と地域を連動する。３つ目にはまちで育ち、輝く地域人を育成する。４つ目には

安定した雇用を創出するとして現在、策定委員会で審議しているところであります。

このことは本町の第５次総合計画の基本目標３つの柱と合致するものと考えており

ますことから、基金の名称についても、まち・ひと・しごと総合戦略基金としたとこ

ろであります。 

  以上、簡単ではありますが、補正予算の説明とさせていただきます。 

  続きまして、報告事項の第６次今金町行政改革大綱の策定について早坂より説明い

たさせます。 

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） ご苦労様です。 

  私の方から、３ページ、４ページ、第６次今金町行政改革大綱の基本的視点（案）

並びにスケジュールについて、ご説明させていただきたいと思います。 

  １番、行政大綱の意義。２番、計画の期間。３番、人材の育成。４番、行政大綱の

執行管理。５番、行政大綱の推進項目ということで、５つの項目に分かれて視点とし

ておさえております。 

  まず１番の行政改革の意義ですが、行政改革の目的は、“効率的・効果的な行政推

進を図ることにより行政サービスの向上と住民満足度を高める”ことです。 

  行革大綱は、上記の観点に立って行政の進め方や取り組みについて点検し、必要に

応じて改善するための視点や基本的考え方を定めるものですということで、意義をま

とめております。 

  期間については、第６次行革大綱の期間は、総合計画、現在策定中ですが、それと

あわせた年度ということで２８年度から３２年の５ヶ年として進めて参りたいと思

っております。 

  ３番の人材育成ですが、住民満足度の向上と行政改革の視点から、町民が有する知

識や技能を活用するなど、まちづくりの主体である町民の積極的な関わりが求められ

ております。 

  事務事業の受託など既に行政サービスや公共の一翼を担っている実態を勘案し、更

に町民と行政の協働を発展させるための観点をもち推進して参ります。 

  行革大綱の執行管理です。行政改革推進委員会については、その担任事項を確認し、

行革大綱の執行管理に積極的に関わるための意義や役割を整理し位置付けしていま

す。 

  行政改革執行の実務を担う行政内部においては、評価手法など行政改革に係る技術
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的研究と一層の意欲醸成を図る必要があります。 

  ５番の推進体制ですが、第５次の大綱項目が左側、第６次の大綱項目案が右側とな

っております。 

  ５次の大綱の評価をいま現在、行革推進委員会の方でしておりますので、それを受

けながら６次の項目を設定するという形になっております。大きくは、総合計画に基

づく協働のあり方ということで、総合計画との整合性を図りながら、第６次の大綱を

進めていく予定となっております。 

  ４ページをお開きください。 

  第６次今金町行政改革大綱策定スケジュール（案）についてですが、平成２７年９

月３日に、第１回の行政改革推進委員会を開催しまして、諮問を町長から委員長に行

っております。 

  今後、第２回、第３回、第４回と、４回の委員会を経て、答申という形でまとめる

予定となっております。 

  以上であります。 

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。 

  ないようですので、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） 税務住民課からは、説明事項２点、報告事項２点です

けども、先ほど副町長から冒頭説明あったとおり、説明事項のうち議案第５号関連の

説明事項１、今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）については、合同委

員会での説明となりますので、総務厚生常任委員会での説明は省略いたします。 

  それでは、中里補佐及び補正資料のみ遠藤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） 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） 私の方からは、説明事項２、平成２７年度一般会

計補正予算第４号の税務住民課所管概要について説明いたします。 

  資料の２ページと３ページをお開き願います。 

  なお、補正予算についての資料はのちほど遠藤主幹より説明いたします。 

  始めに歳入から説明いたします。 

  町税に係る補正につきましては賦課確定によるもので、１款町税、１項町民税、１

目個人６９７万５，０００円の追加は、主に農業所得等が当初見込みより増加したこ

とによるものであります。１目固定資産税３１９万７，０００円の追加は、主に償却

資産が当初見込みより増加したことによるものであります。１目軽自動車税７７万２，

０００円の減額は２輪車等に係る税制改正が１年延期したことによるものでありま

す。１２款使用料及び手数料、２項手数料、１目総務手数料１万９，０００円の追加

は、２節戸籍住民手数料で、説明事項１にございました、今金町手数料徴収条例の一
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部を改正する条例において個人番号カード及び通知カードの再発行に係る手数料で

あります。 

  次に、歳出について説明いたします。 

  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１８９万２，００

０円の追加は、内訳として、１１節需用費で７万８，０００円、１３節委託料で９万

１，０００円、１８節備品購入費で１７２万３，０００円はそれぞれ社会保障・税番

号制度に係る通知カード及び個人番号カードの交付事務等の経費であります。３款民

生費、１項社会福祉費、４目国民年金事務費３６万５，０００円の追加は、１３節委

託料で国民年金法等の制度改正に係るシステム改修によるものであります。 

  ここで、資料は遠藤主幹より説明いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 税務住民課主幹、遠藤君。 

〇税務住民課主幹（遠藤盛人君） お疲れさまです。 

  資料６ページのみ説明させていただきます。 

  国民年金法等の一部を改正する法律の概要についてご説明させていただきます。 

  このたび、法改正の経過といたしまして、国では国民年金加入者における納付者未

納対策を実施しており、将来無年金・低年金者となることを防止するため、平成１２

年４月には学生納付特例制度の創設。平成１７年４月には所得の低い若年者（３０歳

未満の者）に対して、若年者納付猶予制度を創設し、平成３７年６月末までの時限措

置で実施しているところであります。 

  今般、３０歳未満若年者に限らず中高年層においても非正規雇用労働者が増加して

いる状況を踏まえ、中段の太枠で囲いました平成２８年７月に施行の新たな納付猶予

制度が改正されたところであります。 

  改正の内容でありますが、（１）対象者の年齢を３０歳から５０歳の誕生日前日の

属する月の前月まで拡大し、（２）実施期間は平成２８年７月１日から平成３７年６

月３０日までの間、（３）３０歳以上の本制度利用可能者数は全国で最大約１５０万

人を想定しております。 

  下段の補正予算につきましては、先にご説明しましたので割愛させていただきます。 

  以上で、説明事項を終わります。 

  報告事項につきましては、中里補佐からご報告いたします。 

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） 資料７ページをお開き願います。 

  報告事項１、平成２７年度町税等収入状況調、８月末現在について報告いたします。 

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

し上げます。 

  町民税につきましては、個人・法人あわせまして入済額８，９０３万２，７４６円、

収納率は４２．５３％であります。個人町民税の普通徴収は３期での納付ですが、納

期未到来は１２月に１期分が残っており、特別徴収も９月以降が納期未到来となって

おります。 
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  固定資産税につきましては、国有資産等交付金を含めた収入済額１億５，８３６万

６，９５１円、収納率は６６．７９％であります。納期未到来は１０月に１期分が残

っております。 

  軽自動車税につきましては、収入済額１，１６８万５，１００円、収納率は９６．

３４％であります。 

  特別土地保有税につきましては、収入はありません。 

  普通税（１）の現年・滞納の合計といたしまして、収入済額２億５，９０８万４，

７９７円で、収納率は５６．４８％であります。 

  続いて普通税（２）について申し上げます。 

  町たばこ税は、収入済額１，９０１万４，８１１円、入湯税は、収入済額５８万８，

１００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２，３４１万６，１４９円、収納率は３

６．０５％であります。 

  貸地・貸家料につきましては、収入済額１，０９６万４，４４５円、収納率は５７．

０１％であります。 

  いずれも９月以降が納期未到来となっております。 

  国民健康保険税について申し上げます。 

  国民健康保険税は全体といたしましては、収入済額４，９５２万３，９１３円、収

納率は１８．０３％であります。 

  内訳といたしましては、一般分は収入済額４，７６９万２，５２１円、収納率は１

７．６９％であります。退職分は収入済額１８３万１，３９２円、収納率は３６．３

１％であります。現年分の計につきましては、収入済額４，６５２万４，３７０円、

収納率は２０．８０％であります。納期未到来は９月から１２月までの４期分が残っ

ております。 

  滞納分の計につきましては、収入済額２９９万９，５４３円、収納率は５．８８％

であります。 

  以上が、町税等の収入状況であります。 

  資料の８ページをお開き願います。 

  次に報告事項２、平成２７年度渡島檜山地方税滞納整理機構引受件数・引受額及び

収納状況について報告いたします。 

  平成２７年度は７名、金額としては６８９万９，２６４円を当該整理機構に移管し

ており、７月までの収納率は６１万７，８８４円、収納率は８．８４％となっており

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。 

  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。 
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  ３時１０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時５４分 

開議 １５時１０分 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） 少々お時間をお借りしまして、先ほど、財産の無償貸

付の件につきまして、芳賀委員から賃貸料の関係のご質問をいただきましたが、少々

補足をさせていただきたいと思っております。 

  答弁の中で、６，０００円から６，５００円ということで申し上げましたが、これ

につきましては、使用料を算定する際の基準額ということでお知らせをしてしまいま

したので、仮に６，２５０円ということで試算をしてみますと、年額に換算しますと、

おおむね２１万円程度の使用料になるかということで試算ができますので、その旨よ

ろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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） 保健福祉課所管の総務厚生常任委員会資料につきまし

ては、説明事項４件と報告事項２件となっております。 

  始めに資料の説明事項１から４、各会計の補正予算の概要につきまして、諸戸補佐

より説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（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） こんにちは。 

  私の方からは、説明事項１から４、一般会計の補正予算と各特別会計の補正予算の

概要についてご説明いたします。 

  内容につきましては、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。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。 

  一般会計補正予算第４号の保健福祉課所管概要について。 

  歳入からですけども、１３款、１項、１目、老人福祉費負担金７０万３，０００円

の追加は、低所得者介護保険料軽減負担金、保険料負担区分第１段階層被保険者の負

担軽減に伴う国庫負担金の増で、これにつきましては６月補正で介護保険特別会計に

計上しておりましたが、その分を一般会計に予算組替するものでございます。１４款、

１項、１目、老人福祉費負担金３５万１，０００円の追加の内容につきましては、上

段の国庫負担金と同内容でございます。１９款、４項、３目、社会福祉費負担金過年

度収入５３２万３，００円の追加は、障がい者自立支援給付費国庫負担金等過年度収

入で、平成２６年度実績による国・道負担金精算金の増でございます。 

  ２ページをお開きください。 
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  歳出ですけども、３款、１項、１目、操出金２７８万２，０００円の減額は、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、老人福祉費ですけども、委託

料１，０００万円の追加は高齢者住宅等除雪サービス委託料で、高齢者住宅等の除雪

サービスに伴う増でございます。操出金６４４万６，０００円の減額は、介護老人保

健施設特別会計操出金が１，７５３万８，０００円の減額、介護保険特別会計操出金

が１，１０９万２，０００円の追加でございます。３目、扶助費２４３万８，０００

円の追加は自立支援医療費扶助費で、入院患者増に伴う負担の増でございます。償還

金利子及び割引料１５５万１，０００円の追加は、自立支援給付費等負担金精算返還

金が１５万６，０００円の追加で、平成２６年度の実績精査による道負担金返還金の

増でございます。障がい者医療費国庫負担金等精算返還金４１万４，０００円の追加

は、平成２６年度実績精査による国・道負担金返還金の増でございます。障がい児施

設給付費等国庫負担金精算返還金９８万１，０００円の追加は、平成２６年度の実績

精査による国・道負担金返還金の増でございます。 

  次、３ページにいきまして、４款、１項、１目、操出金１，６６８万２，０００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。５目、扶助費５１万

３，０００円の追加は療育医療扶助費で、未熟児の療養医療に伴う扶助費の増、１名

分でございます。 

  次、４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。 

  歳入からですけども、２段目からです。 

  ３款、２項、１目、財政調整交付金７７万７，０００円の減額は特別調整交付金で、

特定健診未受診者対策事業の契約に伴う減でございます。９款、１項、１目、一般会

計繰入金２７８万２，０００円の減額は職員給与費等繰入金で、人事異動に伴う人件

費の減でございます。 

  ６ページをお開きください。 

  歳出ですけども、１款、１項、１目、給料１４８万３，０００円の減額、職員手当

等７３万９，０００円の減額、共済費５６万円の減額は、それぞれ人事異動に伴う人

件費の減でございます。１款、４項、１目、職員手当等１０５万円の追加につきまし

ては嘱託手当で、レセプト点検事務員選任化に伴い臨時から嘱託に変更したことによ

る増でございます。それに伴いまして、下の賃金９０万４，０００円の減額も同内容

でございます。 

  ７ページですけども、８款、１項、１目、委託料７７万７，０００円の減額は特定

健診未受診者対策委託料で、特定健診未受診者対策分、契約確定による減でございま

す。 

  ８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２号の概要についてです。 

  歳入からですけども、１款、１項、２目、滞納繰越分普通徴収保険料１８万４，０
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００円の追加は、平成２６年度後期高齢者医療保険料の滞納者分保険料の増３件分で

ございます。 

  歳出ですけども、２款、１項、１目、負担金補助及び交付金１８万９，０００円の

追加は後期高齢者医療広域連合納付金で、医療保険料滞納者滞納普通保険料の増でご

ざいます。 

  ９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。 

  保険事業勘定からですけども、まず歳入から。 

  ４款、１項、３目、保険料負担金７０万３，０００円の減額は、低所得者保険料軽

減負担金で、一般会計への予算組替による減でございます。５款、１項、２目、地域

支援事業支援交付金過年度分５６万１，０００円の追加は、平成２６年度実績による、

交付金精算分の増でございます。６款、１項、１目、介護給付費負担金過年度分８５

万８，０００円の追加は、平成２６年度実績による、交付金精算分の増でございます。

２目、保険料負担金３５万１，０００円の減額は低所得者保険料軽減負担金で、一般

会計への予算組替による減でございます。 

  １０ページをお開きください。 

  ８款、１項、１目、一般会計繰入金１，００３万５，０００円の追加の主なものに

つきましては、地域支援事業繰入金（介護予防事業）で地域支援事業一次予防、二次

予防施策事業人件費で１，０２７万２，０００円の追加、低所得者保険料軽減繰入金、

低所得者保険料軽減分の予算組替による増で１４０万７，０００円の追加となってお

ります。８款、２項、１目、介護保険基金繰入金１３１万９，０００円の追加は、平

成２６年度実績による、国庫負担金等精算返還金への充当による増でございます。 

  歳出です。 

  １款、１項、１目、給料１５万４，０００円の減額、職員手当等４１万４，０００

円の減額、共済費９万９，０００円の減額はいずれも人事異動に伴う人件費の減でご

ざいます。 

  １２ページをお開きください。 

  ３款、１項、１目、積立金１４２万１，０００円の追加は介護保険基金積立金で、

平成２６年度実績精算に伴う追加交付金の積立による増でございます。４款、１項、

１目、給料２０２万９，０００円の追加、職員手当等１４７万２，０００円の追加、

共済費５１万５，０００円の追加につきましては、一時予防対策強化に伴う人件費の

増で栄養士分でございます。２目、給料１８６万４，０００円の追加、職員手当等３

２０万２，０００円、共済費１１９万円の追加につきましては、二次予防対策強化に

伴う人件費の増で介護福祉士分でございます。 

  １４ページをお開きください。 

  ６款、１項、１目、償還金利子及び割引料１３１万９，０００円の追加は、国庫負

担金等精算返還金で、平成２６年度実績に伴う精算返還金の増でございます。 

  次に、サービス事業勘定でございます。 
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  ２款、１項、１目、一般会計繰入金１０５万７，０００円の追加は人件費等の増に

よるものでございます。 

  歳出です。 

  １款、１項、１目、給料１８６万４，０００円の追加は介護福祉士給で、包括支援

センター介護福祉士人員増に伴う人件費の増でございます。賃金８０万７，０００円

の減額は臨時事務員の賃金で臨時事務員の応募がなかったことによる減で、４月から

９月分でございます。 

  補正の説明については以上でございます。 

  報告事項につきましては、山田主幹から報告させていただきます。 

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

報告についてご報告いたします。 

  始めに資料２３ページをご覧願います。 

  昨年度地域における感染症流行を把握し、関連施設間での情報共有を確立するとと

もに、平常時の感染対策の啓発・教育を主たる目的として設置いたしました、今金町

感染対策連絡会議の活動についてですが、会議構成施設や一般町民を対象とした定例

の講義研修や実技講習のほか、新たに２つの発展的プロジェクトに取り組んでいます。 

  その１つに、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月よりスタートいたしました。スクールＩＣＴとは、学校内

における感染管理を担当する感染制御チームという意味ですが、具体的内容につきま

しては、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、その活動を通

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

を極力少なくすることにより、学校行事・業務の遂行を円滑におこなえることを目的

としております。 

  今年度の講義・講習は、主にインフルエンザ、ノロウィルスを中心に１０月８日を

最終として生徒６コマ（各学年２コマ）、教諭６コマを計画・実施中でございます。 

  １０月からは、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活動が展開されます。 

  また、もう１つの発展的プロジェクトであります、高齢者を肺炎から守るための肺

炎予防キャンペーンについても随時報告させていただいておりますが、施設職員向け

講義研修については８月でワンサイクルをしたところであります。今後も計画的に各

老人クラブへの研修等を実施し、おおむね５年程度のキャンペーン活動により成果を

検証し、高齢者の肺炎死亡率の減少、健康寿命の延伸に努めて参ります。 

  次に、資料２４ページをご覧願います。 

  昨年１０月から近隣におけるタイムリーな感染症の流行情報や予防方法について

お知らせするメールマガジン配信しておりますが、今年８月より検診のご案内や熱中

症、食中毒など生活や健康管理に関わる情報も加え、内容の充実と利用・登録者の拡

大から感染症対策の推進を図っていきます。 
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  次に、資料３９ページをご覧願います。 

  去年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の地域支援事業における、介護

予防生活支援サービス事業に移行されますが、新しい介護予防の考え方による地域支

援体制の構築に向けて、現在、検討・準備を進めております。 

  今年の４月には、町内介護サービス事業所を構成とした、今金町介護予防推進協議

会を設置し、改正趣旨について学習する機会を設けるほか、新たな地域リハビリテー

ション活動支援事業の実施により、介護予防の推進強化を図っております。 

  また、４０ページの資料にありますとおり、７月に地区住民と一緒に地域づくりを

進めていくための先進モデルとして、種川地区介護予防講演会を開催しました。講師

より、新しい介護予防については何をしてもらうかではなく、何ができるかの視点に

立つことや、介護予防の充実から保険給付費の減少につながり、まちも元気になるこ

となどをポイントとして、参加者にもわかりやすい内容でお話をしていただきました。 

  今後の展開として、同地区における前期高齢者向けの講演会や、種川いきいき元気

クラブの介護予防教室のリハ専門職の関与、地域の高齢者支援ニーズと地域資源のマ

ッチングほか、生活支援サービス提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果た

す生活支援サービスコーディネーターの配置に向けた準備を進めて参ります。 

  また、現段階においては、情報提供のみとさせていただきますが、現行の予防給付

事業から総合事業、いわゆる介護予防生活支援サービス事業への移行について、先に

申し上げましたとおり、平成２９年３月までの猶予期間をもっておりますが、多様な

サービスが提供される充実した総合事業の整備・実施には時間とコストを要しますが、

年内の移行に向けて集中的に検討協議を進めて参りますので、別途改めて進捗状況を

ご報告させていただきます。 

  次に、資料４１ページをご覧願います。 

  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おりま

すが、７月に北海道認知症の人を支える家族の会道南ブロック研修会が今金町におい

て開催されました。 

  本研修会は道南ブロック各支部が持ち回りで実施しており、今金町は平成１８年以

来９年ぶりの２回目の開催となりました。各支部から１００名を超える参加者が集い

ましたが、アトラクションにおいては会場一体となり踊りや合唱を楽しむなど、暖か

い交流がおこなわれました。 

  また、支え合うって何だろうをテーマに、認知症介護体験を交えての講演には関係

者や参加者においても大変共感を持ち、癒される研修会となりました。 

  先にも申し上げましたが、認知症施策の推進・充実にあたっては、認知症初期集中

支援チームにおける医師などの人材確保が管内全町的に困難な状況にあるなど、地域

の特性や課題がありますが、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で元気に過ごし

ていけるよう地域・関係機関との連携協力から、高齢者の見守りやＳＯＳネットワー

クの構築などできることから進めて参ります。 
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  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） 平成２７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。 

  このたび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、既定の予算の総額を収入支出それぞれ１，７５

３万８，０００円を減額し、予算の総額を収入支出それぞれ３億５，１６９万６，０

００円にしようとするものであります。 

  なお、詳細は予算内訳にて申し上げます。 

  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は職員給与費で

１，７６３万６，０００円の減額で、計２億３，２１５万５，０００円でございます。 

  また、他会計からの補助金の補正は７，０９０万８，０００円を、５，３３７万円

に改めるものでございます。 

  続きまして補正予算第２号の内訳についてでございます。 

  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１，７５３万８，０００円の減額は

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１，７６３万６，０００円の減額は、人事異動に伴う給与

改定によるもので、手当、法定福利費も準じており、記載のとおりでございます。経

費においては通所利用者１名の結核感染に伴う職員の結核検査料を雑費にて１０万

４，０００円計上しております。 

  その他は記載のとおりでございます。 

  以上が、このたびの補正予算第２号の内訳でございます。 

  次に、報告事項１の利用状況でございます。 

  平成２７年度８月期までの介護老人保健施設の利用状況ですけども、右側の計で４

月から８月期で１万１，３７４人、対前年比２１１人の増。日平均在所者数は７４．

３人、対前年比１．４人の増でございます。前年より増員はしておりますが括弧書き

が内数の短期入所者でございまして、３４１人と前年より４５人減になっております。 

  また、通所利用者は４月から８月期で７４９人。大きく伸びた昨年比でも６６人の

増で平均日通所者数が７．２人。対前年比０．７人の増となっております。 

  続いて報告事項２の運営状況でございます。 

  ５ページでございます。 

  施設の収支状況は、４月から８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、１億２，５１８万９，９１５円、
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事業外収益（２）で７５万２，４１４円、計１億２，５９４万２，３２９円、対前年

比で１２７万７，３１５円の増でございます。 

  また、下段の老健施設事業費用は（Ｂ）で１億１，２３４万２，１８５円、対前年

比で１，４５５万４，２４３円の増となっております。これは前年度の特別損失１，

１９６万円があるためです。損失分を除くと２５９万４，２４３円の増となっており

ます。 

  なお、純利益では特別損失を除いて４００万４，０９６円の増となっております。 

  続いて、報告事項３の年度別利用者数状況グラフでございます。 

  年度別利用者の人数でグラフの左側が最大の計画人数でございまして、下段が入所

者、続いて短期入所者、それぞれ年度別実績数でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  このグラフは先ほどの実数に基づいた日平均グラフでございます。 

  ここで、一番下段の短期入所者ですけども、赤い線があると思いますけども、下段

は４名の線でございます。短期入所者の日平均計画数は６名ですけども、実績として

ここ１０年以上４名を超えたことがなく、赤い線の間というのは実質デッドゾーンに

なっております。 

  当施設では最大数を８０名としておりますが、現在、入所者７４名、短期入所者６

名を条例で定めており、実績がない短期入所者の変更ができないままとなっておりま

す。そのため、短期入所者が実質上の４名ならば、最大８０名ですから入所者７６名

となるところですけども、柔軟な対応ができず空きベッドを余儀なくされ、待機者の

解消に結び付かない現状となっております。そのため次の１２月の定例会までには関

係機関との法整備上の検討を踏まえ、条例改正を行いたいと考えておりますのでご報

告申し上げます。 

  以上が、介護老人保健施設からの説明事項及び報告事項でございます。 

  ご審議のほど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。 

  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件でありますが、説明に入ります前に１

０月からの診療体制について申し上げます。 

  年度当初より、消化器内科医師の不在により、内視鏡検査が実施できないところで

ありましたけども、消化器外科医師の確保ができたことに伴い、１０月より月１回で

はありますが、第４火曜日に上部・下部の内視鏡検査が可能となったところでありま

す。 

  現在は月１回の予定でありますけども、医師の状況が整えば月２回も可能であると
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のお返事をいただいているところでありますのでご報告いたします。 

  また、平成２３年１月末より休止しておりました療養病床１９床につきまして、看

護士不足により再開が困難とし廃止することとしたところで考えているところであ

ります。 

  なお、北渡島檜山医療圏における医療需要予測では７５歳以上の人口動態はピーク

を迎える中で、現在は介護老人保健施設、特別養護老人ホームやグループホーム、更

には療養病床を有する道南ロイヤル病院へお願いしているところであります。 

  続きまして、給食厨房につきましては、先の常任委員会でご説明をしたところでご

ざいますけども、厨房床の亀裂及び空調設備がない状態では食中毒の原因にもなると

いうことで医療監視での指摘を踏まえて、改修に伴う工事実施設計業務委託料予算、

また病院経営改善計画策定支援業務委託料につきましては、内部環境分析あるいは財

務環境分析、財務分析などをすることにより平成２８年度策定の病院改革プラン作成

をするところであり、それぞれ予算を計上してお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。 

  今回の補正につきましては、業務量で入院収益において、これまでの実績及び今後

の見込みを精査し、患者見込み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、年間患者数の入院において７，３００人に、１日平

均患者数で入院において２０人に、主要な建設改良事業では医療用器械器具購入を１，

２５８万８，０００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、既定の予算にそれぞれ９７２万８，０００円を減

額し、予算の総額をそれぞれ７億５，８１０万円にしようとするものであります。 

  資本的収入及び支出については、既定の予算額に４６万５，０００円を追加し、予

算の総額をそれぞれ３，７０５万８，０００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１，９２２万８，０００円を減額し、総額を４億４，

２１３万５，０００円にしようとするものであります。 

  他会計からの補助金の補正につきましては、９，１４７万円を７３４万９，０００

円に改め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） 国保病院事務次長、立島君。 

〇国保病院事務次長（立島 剛君） ご苦労様です。 

  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２号の概要について説明いたします。 

  １ページにつきましては、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。 
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  始めに収益的収入について説明をいたします。 

  １款、１項、１目入院収益において２，６１７万円の減額は、７月までの実績及び

今後の見込みの精査により患者見込み数を減としたことによるものでございます。２

項、３目他会計補助金において１７９万８，０００円の減額は一般会計補助金であり、

人事異動に伴う精査によるものでございます。４目他会計負担金において１，８４０

万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。５目その他医業外収益

において２４万円の減額は家賃収入であり、医師住宅家賃収入１件分の減額でござい

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１，９２２万８，０００円の減額は、１節給料、

２節手当、５節法定福利費、６節賞与等引当金繰入金につきましては人事異動による

減額、３節賃金につきましては実績及び今後の見込みの精査による減額でございます。

３目経費において９５０万円の追加の主なものは、１１節修繕費８０万円で、これは

建物修繕費において排煙ダンパー等修繕等の不測の修繕が発生したことから、今後の

見込みを精査し追加するものです。また１６節委託料９２１万６，０００円の追加で

医療技術職派遣等委託料３４８万円につきましては、実績及び今後の見込みの精査に

よるもので、厨房改修工事実施設計業務委託料１２０万円、病院経営改善計画策定支

援業務委託料４５３万６，０００円の追加につきましては、先ほどの事務長からの説

明のとおりでございます。 

  ４ページをお開きください。 

  資本的支出について説明いたします。 

  １目資産購入費において４６万５，０００円の追加は医療機械器具購入費で、薬用

保冷庫を購入しようとするものでございます。 

  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。 

  続きまして報告事項１の平成２７年度収支報告、７月期までについて説明いたしま

す。 

  資料５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７月までの病院事業収益は９，７２１万円で、前年同期比較３，９

４１万８，０００円、２８．９％の減となっております。 

  また、右側の表上段の７月までの病院事業費用は１億８，８４０万円で、前年同期

比較３，４１５万７，００００円、１５．３％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９，１１９

万円で、前年同期比較５２６万１，０００円の減額となっております。 

  次に、資料６ページをご覧ください。 

  月別の患者数及び収益等について説明いたします。 



- 32 - 

 

  ７月までの入院収益につきましては３，９１８万２，１７２円で、前年同期比較２，

７１９万９，８１２円、４１．０％の減となっており、延患者数は１，４２４名で、

前年同期比較１，４４４名、５０．３％の減となっております。 

  一日一人当たりの収益は２万７，５１６円であり、前年同期比較１８．９％の増と

なっております。 

  また外来収益につきましては５，１０７万２，９７６円で、前年同期比較１，０３

０万２，９６８円、１６．８％の減となっておりますが、延患者数は８，１００人で、

前年同期比較３５３名、４．６％の増となっております。 

  一日一人当たりの収益は６，３０５円、前年同期比較２０．４％の減となっており

ます。 

  以上で、報告事項１、７月期までの収支報告を終わります。 

  以上で、国保病院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。 

  日置君。 

〇７番（日置紳一君） ７番、日置です。 

  直接ここには関係ないのですけども、町長の公約の中の接遇改善のための研修会と

いうのは開催されたのでしょうか。 

〇委員長（川上絹子君） 国保病院事務長、柏田君。 

〇国保病院事務長（柏田泰明君） 接遇の研修会の経費につきましては、６月の補正で

可決をいただいて、１０月に３回実施予定でおります。全ての職員が受けられるよう

に、その体制をつくっていきたいと思っております。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして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、理事者からございますか。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 冒頭お願いを申し上げましたけれども、合同委員会にお願い

をしたいという案件で、新条例の制定に関するもので２件、今金町まち・ひと・しご

と総合戦略基金条例の制定について、今金町企業立地促進条例の制定について。マイ

ナンバーに関する一部改正ということで、今金町個人情報保護条例の一部を改正する

条例制定について、今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。その

他報告事項ということで、今金町人口ビジョン素案について、今金町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略素案について、せたな大里風力発電事業の今金町送電計画の経過に

ついて、その他案件として３件の報告を合同委員会案件として取り扱っていただきた
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く、ご配慮の方をよろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５時４７分 

開議 １５時４８分 

 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  事務局長、成田君。 

〇議会事務局長（成田光康君） 今回の所管事務調査につきましては、８月１０日に現

地調査、１１日に所管事務調査のまとめを行ったところであります。 

  そのときに委員の皆様からいただいた意見を基に、正副委員長と事務局で協議し、

お手元に配布しております委員会調査報告の素案を作成いたしました。 

  その内容につきましては、中川係長に朗読説明いたさせます。 

〇委員長（川上絹子君） 事務局係長、中川君。 

〇議会事務局係長（中川真希君） こちらの席から失礼いたします。 

  皆様のお手元にあります素案ということで、そちらの方をまず朗読をしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  では、素案です。 

  平成２７年１２月ということで、この後の日付は入れておりません。 

  今金町議会議長村瀬廣様、総務厚生常任委員会委員長川上絹子ということで、委員

会調査報告の素案です。 

  本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告します。 

記 

  所管事務調査項目。 

  １）一般会計の財政状況について。 

  ２）行政財産の管理状況について 

  ３）行政改革の進捗状況について 

  ４）総合計画（前期計画）の進捗状況について 

  ５）公衆浴場等の管理運営状況について 

  ６）生活改善センター等の管理運営状況について 

  ７）商工観光振興対策事業について 

  ８）税及び税外収入の収納状況について 

  ９）社会福祉施設及び団体の運営状況について 
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  10）総合福祉施設の管理運営状況について 

  11）介護老人保健施設の管理運営状況について 

  12）国保病院の管理運営状況について 

  次のページをおめくりください。 

  １．調査目的、所管事務調査。 

  ２．調査日程、平成２７年８月１０日・１１日の２日間。 

  ３．調査結果、高齢者共同生活施設「せせらぎ」、小規模多機能型居宅介護事務所

「すえひろ」、認知症対応型グループホーム「すえひろ温」、多機能型事業所「ワーク

ショップいまかね」の管理運営状況、神丘ヘリポート（道南ドクターヘリ離発着場）、

町民センター（災害備蓄品）の整備状況、奥ピリカ温泉・山の家、美利河交流センタ

ー、今金消防署（消防救急活動）の現状、特別養護老人ホーム「豊寿園」の運営状況、

旧金原小学校、やすらぎ苑・墓地の管理状況、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１２項目については、さらに提

出された資料により調査した。 

  ①財政状況（単位：千円、％） 

  区分、基準財政収入額、２６年度、５億６，２１０万６，０００円、２５年度５億

５，４３６万９，０００円、１．４％の増。 

  基準財政需要額、３２億５，７０９万１，０００円、３３億６，５６０万３，００

０円、３．２％の減。 

  標準税収入額、６億９，５８７万円、６億８，９５５万７，０００円、０．９％の

増。 

  標準財政規模、３５億７，６３４万１，０００円、３７億５５９万１，０００円、

３．５％の減。 

  財政力指数（３カ年平均）、０．１６７％、０．１６８％。 

  実質公債費比率（％）、８．９％、８．５％、０．４％の減。 

  公債費負担比率（％）、１４．９％、１４．７％、０．２％の増。 

  公債費比率（％）、４．７％、４．４％、０．３％の増。 

  起債制限比率（％）、２％、１．９％、０．１％の増。 

  積立金現在高、財政調整基金、５億７，６５７万９，０００円、７億７，３９２万

４，０００円、２５．５％の減。 

  減債基金、７億５，２９２万１，０００円、７億５，２４４万１，０００円、０．

１％の増。 

  特定目的基金、２１億６４８万２，０００円、２０億６，１７９万３，０００円、

２．２％の増。 

  地方債現在高、４９億６，４３４万５，０００円、５１億１，４１７万１，０００

円、２．９％の減。 

  備考資金組合納付金、１９億２，１５０万１，０００円、１９億５９７万円、０．

８％の増。 
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  続きまして、次のページをお開きください。 

  ②介護老人保健施設関係、（）は短期入所者数を再掲。 

  区分、入所利用者数、２６年度、（７１８人）、２万６，７８８人、２５年度、（８

４７人）、２万６，８９６人、比較で（１２９人の減）、１０８人の減。 

  日平均入所者数、７３．４人、７３．７人、０．３人の減。 

  通所利用者数、１，５９６人、１，３５５人、２４１人の増。 

  日平均通所者数、６．５人、５．６人、０．９人の増。 

  ③国保病院関係。 

  入院患者数、２６年度、７，３５３人、２５年度、６，９７６人、比較で３７７人

の増。 

  日平均患者数、２０．１人、１９．１人、１人の増。 

  外来患者数、２万３，９８５人、２万４，４６３人、４７８人の減。 

  日平均患者数、９７．９人、９９．８人、１．９人の減。 

  ４．意見。 

  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、計画的かつ効果的な

事業実施に向けた予算編成と執行に努めているところである。 

  厳しい財政状況の中、引き続き健全な財政運営を維持しながら魅力あるまちづくり

に努められることが求められていると考えます。 

  高齢者共同生活施設「せせらぎ」については、供用開始から既に１５年経過してい

ますので、指定管理者との連携を図りながら設備等の補修に努め、入所者が快適に生

活できる環境づくりに万全を期すよう願います。 

 多機能型事業所「ワークショップいまかね」については、障がい者の経済的自立に向

けて、パンの製造や災害備蓄用ビスケットの委託、原木椎茸の栽培出荷に取り組んで

いますが、椎茸の市場価格の低迷など取り巻く環境は厳しいものがあり、一般就労へ

の取組に加え、非雇用の形態で働く障害者の工賃を引き上げる官民一体の取り組みが

重要と考えます。 

  神丘ヘリポートは、道南ドクターヘリの離発着場でもあることから、冬期間でも支

障のないように除雪するための舗装に万全を期すよう努めていただきたい。 

  現在、災害備蓄品は町民センターの物品庫に保管され、先入れ先出しとなるような

管理をされておりますが、万が一の時にトラブルなく即対応できるよう保管方法等に

工夫を凝らし万全を期されたい。 

  奥ピリカ温泉山の家は現在休止の状況にありますが、誤って入ってくる観光客も考

えられるため、休止中の看板等を見易い場所に設置する必要があると考えます。また、

管理棟手前の橋には、進入禁止のロープが設置されておりますが、施設再開の目途も

経っていないため、次年度に向けた方針を判断すべき時期と考えます。 

  ピリカ交流センターに関しては、地域の皆さんが積極的に活用されるような施設と

なることを望みます。 

  救命救急活動は、道南ドクターヘリの運航により、救急搬送時間の短縮が図られ、
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重篤な傷病者の救命率の向上は勿論のこと早期治療の効果など大いに期待するもの

であります。また、消防ポンプ自動車においては導入から既に２３年も経過しており、

適切な維持管理に努めておりますが、付属設備や部品等の劣化も見受けられますので、

消防力向上のためにも車両更新の検討が必要な時期であると考えます。 

  旧金原小学校は地域の人々の交流の場となっていることから、施設管理においても

地域の要望を取り入れ適切な対応を望みます。 

  やすらぎ苑・墓地については、施設玄関前に障害物が、車両や除雪の妨げとなって

いるとの意見もあることから、撤去等も含め協議検討する必要があるとの見解を示し

ていただいたところですが、速やかな対応を願います。 

  平成２６年度決算の町税等滞納繰越額については、固定資産税、軽自動車税を除き

対前年度と比較して減少しているところでありますが、納税者の公平・公正性の確保

と自主財源確保の目的から、渡島・檜山地方税滞納整理機構や檜山振興局との連携の

もと、滞納者発生防止と収入未済額の圧縮に努力されたい。 

  地域包括支援センターは、相談窓口としての機能強化やきめ細かな住民サービスが

求められているところであり、専門職によるマンパワーを活用し業務が効果的かつ効

率的に行われるよう期待します。 

  介護老人保健施設については、昨年度と比較して入所者数が減、通所者数が増とな

っているところでありますが、引き続き関係機関と連携に努められ、住民ニーズに応

じたサービスの提供に努めていただきたい。 

  国保病院については、改革が進められている中であると思いますが、医師、看護、

医療技術職の確保は依然として厳しい状況であります。人材確保は継続して努められ、

地域住民の信頼と期待に応えられる良質な医療の提供を望みます。 

  以上であります。 

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、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

  なお、ご意見につきましては休憩の中で協議いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １６時０２分 

 

〇委員長（川上絹子君） 日置君。 

〇７番（日置紳一君） 実質公債費率のところ、これは０．４％の減でいいのですか。 

  増だよね。 

〇委員長（川上絹子君） 増ですね。 

  ここは増に直します。 

  あと何かありましたら。 

  それでは順番に、調査目的のところから入りたいと思います。 

  調査目的のところと調査日程、それから調査結果のところの部分で、何か気の付い
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たことがあったらお願いします。 

  このページはいいですか。 

  では、②の介護老人保健施設関係と国保病院関係のところで。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 財政状況から、①、②、③については計数を再確認して、間

違いのないように示していただくことをまずお願いしておきます。 

〇委員長（川上絹子君） 再確認をしておきます。 

  それでは４の意見の方に入りたいと思います。 

  この文章に何か気の付いたことがありましたら。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） もともと所管事務調査というのは、いわゆるまちの政策を所

管課ごとに状況の調査をする。議会の立場で調査をするということがあっての、それ

に対する意見です。 

  具体的に言っていっていいですか。 

  最初の、効率のよい行政運営から４行、一番最初の、効率のよい行政運営という入

り方が、主語がどこにあるの。いわゆる厳しい財政状況の中、効率のよい行財政運営

をしているという表現になるのかなと思うのですけども、それはどうなのですか。い

きなり効率のよい行政運営と入っていくのか。 

  厳しい状況の中だけどもということではないのかないう気が、まずするのですけど

も。 

〇委員長（川上絹子君） ３行目の、厳しい財政状況の中を頭に持ってきて、効率のよ

い行政運営と有効的な行政サービスと持ってきた方が、ものの流れがいいと。 

〇１０番（山崎 仁君） いきなり効率の行政運営と有効的な行政サービスの提供に心

がけというよりも、財政状況は厳しいのだから。どうしたって。だから、厳しい中だ

けどもやっているのだなと。 

〇委員長（川上絹子君） 皆さんどうですか。 

  ここは、厳しい財政状況の中を頭に持ってきて、効率のよい行政に続いていくとい

う形は。その方がいいようでしたら、頭にもってきて続けていくようにしたいと思い

ます。 

  この４行はこのままでいいですか。 

〇１０番（山崎 仁君）この４行にこだわるというよりも、４行をまとめて文章をもう

１回作り直してくださいということ。 

〇委員長（川上絹子君） では、この４行に対して、文章の組み立てを少し変えるとい

う、そのようにしたいと思います。 

  あと、高齢者共同生活施設からの部分はどうでしょうか。 

〇１０番（山崎 仁君） この意見というのは、最初の所管事務調査項目１から１２ま

であるのだけども、これに沿ってこの意見が出ているのか。それとも実態調査をして

見た順番で出ているの。 
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〇委員長（川上絹子君） 実態調査の順番のように書いていった。 

〇１０番（山崎 仁君） 調査項目が１から１２まであるのだから、その１から１２ま

で現地調査をしたものと説明を受けたものがありますよね。ですから調査項目を１つ

ずつに対する意見というのが、飛んでいるということ。現地調査だけではないので。

説明を受けたものも入るという捉え方ですよね。 

  調査結果の一番最後の行に、さらに提出された資料により調査したということは、

そういうことですよね。 

〇議会事務局長（成田光康君） 意見の後段あたりにも、介護老人保健施設ですとか国

保病院ですとか、その辺の部分の所管説明を受けた内容のものを記載しています。 

〇１０番（山崎 仁君） 公衆浴場の管理運営状況って載っているでしょう。 

〇議会事務局長（成田光康君） 説明は受けましたけども、特に例年と同じような形で

したので、とりあえず公衆浴場の部分については特に問題がないということで、意見

としては出ていませんでしたので、そのように判断して記載する内容からはとりあえ

ずは省いております。 

  この中で、例えばその部分について記載してくれということであれば、また次の案

という形でその部分について取り上げることは全然問題ないと思います。 

〇１０番（山崎 仁君） 先日、情報提供ということで、営業時間の延長を求める要望

等が出ていましたよね。だから１２月の報告までのあいだ、その部分に触れなければ

ならないこともあるかもしれないでしょう。要望が出てきているから。１２月までど

うなのかということを調査して、議会としてはこうだという考え方を出すのも必要で

はないかということ。だから、１から１２まで項目があるのだから、それぞれに意見

が出るような流れで作っていったらいいのでないですか。 

〇議会事務局長（成田光康君） ただ、調査期間が２日間。 

〇１０番（山崎 仁君） だから、それは現地に。 

〇議会事務局長（成田光康君） 現地とまとめの調査をして報告を受けているのはあく

までも２日間ですから、そのときの状況の報告という形になりますので。 

〇１０番（山崎 仁君） １２月までのあいだに、所管事務調査の中に当てはまるもの

が出てきたら、現地調査とそれからこの委員会の中で資料をいただいて報告を受けた

ものプラス１２月までのあいだで出たものは、ここで報告しても構わないのでないで

すかということ。 

  以前あったのは、例えば産業建設常任委員会で作況等を見るときに、７月に作況を

見ても最終結果がわからないので、１０月の収穫が終わってから今年の出来秋はこう

だったというものを、１２月に報告するということはあったのですよ。 

  だから、今回もそういう意味ではこの全般にわたって調査をしたら、１２月に報告

するのは問題ないわけでしょう。そういうことを視野に入れてすべての項目を見てい

ったらいいのでないですかということ。 

〇議会事務局長（成田光康君） もしどうしてもまとめの段階で入れたい意見があるの

でしたら、その部分についても意見を言ってもらえれば、その部分については取り上
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げることは問題ないと思いますけども。 

〇１０番（山崎 仁君） 最終的に１２月の常任委員会で提出する案を決定するわけだ

から。きょうはまだ素案でしょう。だからそういう意味で、文章を見ていったら、あ

とは追加どうするかというのも、いま言ったあったからんどの営業時間の話とかも出

てきているから、これらもどうするかというのも含めて考えていただけると。 

〇委員長（川上絹子君） 所管事務調査の中で、見たこともここに含まれているので、

あとその他に気の付いたようなことがあったら中に含めていきたいと思いますので、

もっと具体的に、例えばこういうような部分を入れた方がいいという、いまの温泉の

こととかそういうものがありましたら、また練り直して文章をつくるので、どんどん

そういう意見がありましたら述べてもらえたら助かりますけど。 

〇議会事務局長（成田光康君） 今回の９月の関係で、やすらぎ苑の障害物ありました

よね。この部分も文章に書いてあるのですけど、９月で補正組んできているのですよ

町の方が。結果として、１２月に出したときに、もうその部分が終わって撤去になっ

ていたら、この部分が載っていること自体がどうなのかなという部分がありますので、

状況を見てそういう部分が終わっていればその部分は外すような形で取扱うことで

よろしいですか。 

〇委員長（川上絹子君） あと他に何か気の付いていることありましたら。 

  所管事務調査項目の中の２、３、４が中に特別に組み込まさってないような気がす

るのですけども、これはいいですか。行政財産の管理状況と、行政改革の進捗状況、

総合計画の進捗状況について。これも組み入れていった方がいいか。１行でも、２行

でも入れておいて、書いた方がいいよ。 

  それでは所管事務調査項目の２、３、４は改めて１行でも２行でも入れていくよう

な形にします。 

〇１０番（山崎 仁君） 行政改革についても先ほど報告があったわけですよ。 

  ですから１２月までのあいだにスケジュール等はわかるのだから、言葉で入れると

いう作業をお願いしたいのと、それから意見の中なのだけども、ドクターヘリに関し

て視点が違うところが２つ出てきている。 

  １つは離発着場の話と、それからもう１つは具体的に消防の側から見た話。これは

１つにできないのかというものと、それから舗装に万全を期すようにという部分。舗

装に万全を期すのはどうなの。ドクターヘリを活用して住民の救急には離発着場も整

備をするので、万全を期せという話でまとめられないかなと思うのですけども。 

〇議会事務局長（成田光康君） 救命救急活動のところに逆に少しその辺のところを追

加して、整備に万全を期するような形というようなものを入れて、まとめられるよう

な形にして、前段の部分は省くような形でよろしいですか。 

〇１０番（山崎 仁君） あとは管理。運航に支障のないような管理を。 

〇議会事務局長（成田光康君） 安全な運行に支障のないような形のものですね。除雪

体制に万全を期していただきたいというような形でいいですか。 

〇委員長（川上絹子君） ヘリポートのところはそのようにして直して。 
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  あと、災害備蓄品のところはこの文章で皆いいですか。 

〇１０番（山崎 仁君） 万が一の時にという表現ではなくて、災害時にはという。 

〇委員長（川上絹子君） 災害時にはトラブルなく。 

〇１０番（山崎 仁君） トラブルではなくて、災害時には即対応できるようにしてお

いてくれということですよ。 

〇委員長（川上絹子君） 即対応できるよう、保管方法等はあってもいいのだろうか。

保管方法にと言った方がいいのか。 

〇１０番（山崎 仁君） 即対応できるように万全を期してくれということですよ。 

〇委員長（川上絹子君） 即対応できるように万全を期されたいとしたら、この前段は

いらないことになってしまう。 

  そうしたら、災害時には即対応できるよう万全を期されたいでいいですね。 

  あとは何かありませんか。ここの部分をこう変えた方がいいというようなことがあ

ったら、意見を出してくれると助かります。 

  奥ピリカのあたりはいいですか。 

〇１０番（山崎 仁君） 冒頭、私が言ったように、事業の進捗をみて、それに対する

意見が出ている中で、この奥ピリカの次年度に向けた方針を判断すべきというのは、

これは委員会として表現すべきものではないと思う。これは理事者側の判断によって

どうなるかというものだから、判断を促すような報告というのは、私はまずいと思う。 

  この表現がもしあって、委員会に言われたから廃止しますという話になったら、委

員会が廃止すれと言ったことになる。私は、この次年度に向けた方針を判断すべきと

いうのはいかがかなと。 

〇委員長（川上絹子君） そうしたら、進入禁止のロープが設置されておりますが、施

設再開の目途も経っていませんと書いていいの。それもあえて言う必要もないの。 

〇１０番（山崎 仁君） どう思うの。それは理事者側、町が判断していることだから。

現状はそうだけどさ。 

〇委員長（川上絹子君） そうしたら、休止中の看板などを見やすい場所に設置する必

要があると考えますくらいで止めておいた方が無難。 

〇１０番（山崎 仁君） 政策判断に及ぶような言葉を入れるのはいかがかな。 

  それと、一緒にしてしまえば、消防で車両更新の検討が必要だとある。部品等を活

用しながら、性能は維持しているという話を、ポンプ車の場合は説明を受けている。

だから車両更新の話はどこにも出ていない。だから常任委員会から更新を検討すれと

いう話には、私はならないと思う。性能を維持するように管理をしておいてくれとい

う話ならわかるけども。 

〇委員長（川上絹子君） 付属設備や部品等の劣化も見受けられますので。 

〇１０番（山崎 仁君） 部品が劣化といっても、部品交換をして性能は保っていると

言ったでしょう。 

〇議会事務局長（成田光康君） 消防力の維持だとか、そういう表現の方がいいと思う

のだよね。 
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〇１０番（山崎 仁君） だから、維持をするようにと。部品交換で性能を維持してい

るのだから。車両更新の話には、たぶんならないと思う。 

  それと、もう１つ言わせてもらえば、町税の中で、収入未済額の圧縮という表現が

ある。これ、収入未済額の圧縮ということは収入未済があるという前提の話になる。

だからそういうことがないようにしてくれという話ですよ。 

〇委員長（川上絹子君） 収入未済額がないように努力されたいですか。 

〇１０番（山崎 仁君） いやいや、町税等においては、収納率の向上を十分検討して

くれと。実施してくれと。そういうような表現になるのでないの。あくまでも１００％

を目指してもらわなければならないのだから。未済額の圧縮ということは、いまある

ものをと。それが滞納につながるのだから。収納率の向上に努めるとか、表現の仕方

はあるでしょう。 

〇委員長（川上絹子君） 振興局との連携のもと、収納率の向上に努める。 

〇７番（日置紳一君） 国保病院の、改革が進められている中であると思いますがとい

う、こんなこという必要はないのでないかなと思うのだけど、いらないのでない。 

〇委員長（川上絹子君） 国保病院については、医師、看護師、医療技術職の確保は依

然として厳しい状況であります。 

  厳しい状況であるってこっちから言ってもいいのかい。 

〇７番（日置紳一君） だからそういう言葉遣いって理事者側の言葉遣いになってしま

うのだよな。 

〇委員長（川上絹子君） 技術職の確保は継続して進められに飛ばして、そこは繋いで

しまえばいいのか。 

（何やら言うことあり） 

〇議会事務局長（成田光康君） ここに接遇改善と医療スタッフの確保という形で。 

〇１０番（山崎 仁君） 国保病院については、地域住民の信頼と期待に応えられるよ

う接遇改善に取り組み、医療スタッフの充実を図りながら、良質な医療の提供を求め

ますと。 

〇委員長（川上絹子君） いま、山崎委員が言った言葉のように直していきながら、訂

正して文章を作り上げていきたいと思います。 

  あと、他にはどこかありませんか。ここもちょっと変だなというところがありまし

たら。 

  よろしいですね。 

 

開議 １６時４６分 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  ただ今、休憩中に出されました意見を参考に、さらに修正等を加えたものを意見と

してまとめることとしてよろしいですか。 

  なお、調査報告に伴う意見（案）につきましては、１０月末までの期限とし、まと
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めたいと思います。 

  その他で何かございませんか。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） それでは、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 １６時４７分 
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