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平成２７年 今金町総務厚生常任委員会 

 

平成２７年３月３日（火） 

 

〇議事日程 

  １ 委員長あいさつ 

  ２ 町長あいさつ 

  ３ 定例会提案案件の説明 

  ４ 各課説明事項について 

    １）総務財政課 

    ２）まちづくり推進課 

    ３）税務住民課 

    ４）保健福祉課 

    ５）介護老人保健施設 

    ６）国保病院 

  ５ その他 

 

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

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

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

    副   町   長         清 水   寛 君 

    総 務 財 政 課 長         北 見 伸 夫 君 

 兼 選 管 書 記 長 

務 財 政 課 長 補 佐         岸   貴 之 君 

    まちづくり推進課長         山 田   薫 君 

    まちづくり推進課長補佐         山 田 哲 也 君 

    会 計 管 理 者 兼         西   勝 明 君 

    税 務 住 民 課 長 

    税務住民課長補佐         松 村 康 弘 君 

    保 健 福 祉 課 長         成 田 光 康 君 

    保健福祉課長補佐         諸 戸 康 浩 君 
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    保 健 福 祉 課 主 幹         山 田   薫 君 
    介護老人保健施設事務長         太田越 宜 晴 君 
    国 保 病 院 事 務 長         杉 山 輝 希 君 

    国 保 病 院 主 幹         川 崎 妙 子 君 

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

  



- 3 - 

 

開議 １３時２９分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（上村義雄君） 弥生３月、本当にきょうの天気は春が来たような、暖かな温

暖な気候でございます。 

  今年は例年にない早い雪融けの状況が続いております。 

  また、特に道東・道北の方については、太平洋側を含み、非常に大きな吹雪とか風

とかの状況がある訳ですけども、今金においては、今の所穏やかに過ごさせていただ

いております。 

  この第１回の定例会に向けての総務厚生常任委員会が開催されますけども、皆さん

のご意見をいただきながら慎重に審議して参りたいと、そういうふうに思いますので

よろしくお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

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

お願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） こんにちは。 

  総務厚生常任委員会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

  ただ今、委員長の方からお話がありましたように、私も同じような内容、同じよう

なことを考えていた訳でありますけども、本当に例年の３月の定例会を迎えるこの時

期としては、とても異例な状況で穏やかさを感じている訳であります。 

  しかしながら、同じ北海道の仲間として道東を含めた、連日の豪雪等々を含めた状

況を見ますと、非常に心配な要素もある訳でありまして、私の気持ちとしてもこのま

ま本当に春耕期を迎えられるのか、非常に懸念をする部分もある訳であります。ちょ

っとした長期予報の部分の中では、５月、６月に少し天候があまり良くないよという

話も聞いている訳でありますけども、なんとか今年も１年良い天候に恵まれ、素晴ら

しい年でありたいなと思っている所であります。 

  私の方からは、前段少しお話をさせていただきたいと思います。 

  第１回定例会にあたりまして、行政報告と執行方針にも記載しているところでござ

いますが、国はご承知のとおり、今は地方創生の大合唱である訳であります。先般、

声がかかりまして、全道のシンポジウムでその考え方の一端を述べさせてもらう機会

も得た訳であります。 

国が求めている地方創生、そして地方の戦略についてでありますけども、今金町は

ご存知のように町民憲章に則りまして、町づくりをこれからも検証する、あるいは発

展を織り込んだ総合計画運営化を目指して、町づくりを進めていますよということに

ついてはご承知のとおりかと思う訳であります。 

ただ、この度の地方創生、地方戦略は総合計画に抱合されるというものではありま



- 4 - 

 

すが、人口減少、雇用、そして即効性のある地域活性化へ特化した取り組みを期待し

ているものであるという認識を私なりに持っているところであります。 

  ただ大きな違いは、政策によりましては、事業によりましては、ハード面になって

初めて成り立つものということを含めますと、ハード面、ソフト面の両面がかみ合っ

て取り組まれることが大いにある訳でありますけども、この度の地方創生、地域戦略

はソフト面限定というところに、いろいろな問題・課題もある訳であります。 

  当面する先行型の求められている事業につきましては緊急性もあり、現行事業の財

源確保面を優先して計画をし、今後５年間の戦略事業につきましては、それらも政策

となりますことから、腰を据えた計画としなければならないということを考えている

ところであります。 

  この後、それぞれの事業等につきまして、所管から説明をいたさせますので、ご審

議を賜りたいと思います。 

  今定例議会に提案しております２７年度の予算につきましては、統一地方選挙とい

うことから、基本は骨格予算として編成をしたところであります。 

  しかし、継続事業の更新を迎えているものや、既に方向付けをして事務を進めなけ

ればならないと思われる事務・事業につきましては中断できないことから、提案して

いるものもございますので、ご審議賜りたいと思っているところであります。 

  常に私が申し上げておりますように、国の政策や条例等に左右されることも大変多

くあり、本常任委員会所管におきましても約１０本の条例改正がある訳であります。 

  年度を挟み、多くの事案での条例改正への対応をしなければなりませんし、各種計

画の策定についても同じことで、この度は保健福祉の総合計画、そして子ども・子育

て支援事業計画の策定も行われているところであります。 

  予算編成にあたりましては、関係機関・団体との意向反映をして予算調整を図って

きており、歳出はしっかりと積算して計上し、歳入は少し厳しく予測して調整をした

予算を基に、更なる執行段階で精査と歳入確保に心掛けていくことで調整を図ってい

るところでございますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げまして、私

の前段のあいさつとさせていただきます。 

〇委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 

 

    ◎開会の宣告 

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

これより総務厚生常任委員会を開会いたします。 

 

  ３月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があります。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） こんにちは。 

  それでは、３月定例会に提案を予定しております事案につきましてご説明を申し上

げます。事案総数は３２件であります。 
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  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３件、条例の一部

改正をしようとするものが９件、条例を廃止しようとするものが１件、計画の策定に

伴って議会の議決を求めるものが２件、指定管理者の指定を行おうとするものが１件、

平成２６年度の一般会計を始め各特別会計での補正予算が８件、平成２７年度の一般

会計を始め各特別会計での予算が８件、以上、合計３２件であります。 

  それでは、各会計の平成２６年度補正予算及び２７年度の新年度予算につきまして

は、こののち、所管課ごとに概要の説明を申し上げますので、私の方では省略をさせ

ていただきまして、議案第１号から１６号までの提案理由をご説明いたします。 

  議案第１号、今金町子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例制定について

であります。子ども・子育て支援法の施行に伴い、同法第８７条の規定により、正当

な理由がなく給付に係る調査等を拒むなどの不誠実な対応を事業者、保護者などに対

し、市町村が条例により不誠実な対応の抑止を図ることもあり、過料を科すことがで

きるとしておりますので、これらについて今金町の条例として制定をしようとするも

のであります。 

  議案第２号、今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定

についてであります。これは、第３次地方分権一括法による介護保険の改正により、

これまで厚生労働省令等により規定されていた基準を平成２６年度末までに市町村

の条例で定めることとされていたものでありまして、このことに伴いまして国の基準

を踏まえ本条例を制定しようとするものであります。 

  議案第３号、今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定について

であります。本議案につきましても、第３次地方分権一括法による介護保険の改正に

伴って、厚生労働省令等により規定された基準を平成２６年度末までに市町村条例で

定めることとされていたことに伴って、同じく国の基準を踏まえた本条例の制定であ

ります。 

  議案第４号、職員の分限に関する条例及び今金町職員の懲戒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。公平委員会については、平成１４年度から檜

山管内で共同設置しており、各町における事務の管理及び執行に関する規則の制定に

ついては、関係町で取り扱うことから、本条例中の「公平委員会規則で定める」とあ

るものを「規則」に改めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第５号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてであります。教育行政の責任の明

確化、総合教育開議の設置、大綱の策定、国の地方公共団体への関与の実青氏を柱と

する地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４

月１日に施行されることに伴い、関係条例を改正するものであります。 

  議案第６号、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてで

あります。平成２６年８月７日付け、人事院の給与勧告に基づく給与制度の総合的見

直し（月例給、期末・勤勉手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当）について所
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要の改正を行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第７号、今金町生活改善センター等設置及び管理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。旧美利河小学校の改修が完了いたしました。生活館

機能を同施設に移転するため設置根拠でもあります当該条例について所要の改正を

行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第８号、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定についてであり

ます。平成２６年９月に制定した今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例に基づき、学童保育所指導員の基準を改正するため、本条例の

一部を改正しようとするものであります。 

  議案第９号、今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定についてであります。当該施設の訪問看護ステーションに係る適用除外規定の

追加など所要の改正を行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第１０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であります。

国の政令が改正され、標準段階が見直されることとなり、段階別額の変更及び新たな

段階設定が必要となることから、併せて新たな第２段階の乗率については第５期にお

ける乗率との均衡を図り、急激な負担増を抑制するため、国の標準段階から引き下げ

ることから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第１１号、今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定についてであります。第３次地方分権一括法による

介護保険法の改正により、これまで厚生労働省令等に規定されていた基準を本年度末

までに市町村の条例で定めることとされたことに伴い、国の基準を踏まえ本条例の一

部を改正しようとするものであります。 

  議案第１２号、今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定に

ついてであります。国保病院においては、入院患者については完全看護を原則として

おりますが、病状や容体によっては家族の付添が必要な場合が発生することから、付

添者の身体的負担を軽減することを考慮し、新たに付添者用ベッドの貸出しを行うた

め、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第１３号、今金町保育の実施に関する条例を廃止する条例制定についてであり

ます。児童福祉法の一部改正により、保育を必要とする事由が法令に定められたこと

に伴い、本条例を廃止しようとするものであります。 

  議案第１４号、今金町保健福祉総合計画の策定についてであります。地域福祉を一

体的に推進するため、社会福祉法第１０７条の規定等に基づき策定する本計画につい

て、今金町議会基本条例第８条の規定により議会の議決をお願いするものであります。 

  議案第１５号、今金町都市計画マスタープランの策定についてであります。都市計

画法第１８条の２に基づき、本町における都市の将来像や目標など、都市計画に関す

る基本的な方針を定めた本計画について、今金町議会基本条例第８条の規定により議

会の議決を求めるものであります。 

  議案第１６号、プラザ２１に係る指定管理者の指定についてであります。平成２７
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年３月３１日で指定管理期間を満了するプラザ２１の指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条２第６項の規定に基づき、議会の議決をお願いしようとするもの

であります。 

  以上であります。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  ないようですので、次に進みます。 

  これより各課説明事項についてを議題といたします。 

  始めに、総務財政課より説明をお願いいたします。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 前段でお願いがございますが、こののち、本所管委員会での

部分で、合同委員会でのご審議をお願いしようとしている部分がございますが、いま

総務財政課の方で説明する部分で、２点ほど合同委員会の方に説明をお願いしたいと

思っておりました。 

  説明事項の２にあります、議案第５号でありますが、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定

について。それと説明事項の３にあります、議案第６号でありますが、今金町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、合同委員会において全

議員にご説明を申し上げたいという考えを持っておりますので、本常任委員会におい

ては説明を省略させていただきたいと思っておりますので、委員長のご配慮をよろし

くお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） いま副町長の方から２件については合同委員会でということ

でございますので、今常任委員会での説明を省略し、合同委員会でということになり

ますけれどもよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（上村義雄君） そのように決します。 

  総務財政課長、北見君。 

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

岸補佐より説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長補佐、岸君。 

〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） 私の方からは、事前に配布しております資料に基

づいて説明をいたします。 

  総務財政課からは説明事項として条例案３件、補正予算案１件、平成２７年度一般

会計予算案１件の合計５件となりますけれども、前段で副町長から説明のあったとお

り説明事項２番と３番につきましては、合同委員会において全議員の皆様に一括説明

させていただきますので、よろしくお願いします。 
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  それでは１ページ目をお開きください。 

  議案第４号の、職員の分限に関する条例及び今金町職員の懲戒に関する条例の一部

を改正する条例（案）についてご説明いたします。 

  条例の概要でございますけども、今金町の分限に関する条例及び懲戒に関する条例

中に「公平委員会規則で定める」という規定がありますが、公平委員会については、

平成１４年度から檜山管内で共同設置しており、各町における事務の管理及び執行に

関する規則の制定については、関係町で取り扱うものであるため本条例を改正するも

のでございます。 

  改正の内容としましては、本条例中、公平委員会規則とあるものを、規則に改める

ものでございます。 

  以下、改正文でございます。 

  職員の分限に関する条例の一部改正について。 

  第１条、職員の分限に関する条例（昭和２７年今金町条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１０条中「公平委員会」を削る。 

  今金町職員の懲戒に関する条例の一部改正について。 

  第２条、今金町職員の懲戒に関する条例（昭和２７年今金町条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条中「公平委員会」を削る。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  続きまして９ページをお開きください。 

  ９ページ目でございますけども、平成２６年度一般会計補正予算第７号の概要につ

いてご説明いたします。 

  一般会計補正予算第７号について。 

  規定予算５３億７，０１１万１，０００円に、７９４万１，０００円を追加して、

予算の総額を５３億７，８０５万２，０００円とするものでございます。 

  右側の表ですけども、今回の基金の財源調整といたしまして、減債基金において、

補正額４，６９７万５，０００円の減額となってございます。 

  一般会計補正予算案の歳入歳出一覧についてでございますけども、各項目の追加・

減額については主な内容の説明とさせていただきます。 

  町税２９６万１，０００円追加は個人町民税、固定資産税、町たばこ税の追加が主

なものでございます。地方譲与税６４１万４，０００円の減額は自動車重量譲与税の

減額によるものでございます。自動車取得税交付金２１７万４，０００円の減額は自

動車取得税交付金の減額によるものでございます。地方交付税５，５６４万６，００

０円の追加は普通地方交付税の追加でございます。国庫支出金３，７０３万１，００

０円の追加は総務費国庫補助金において、地域消費喚起生活支援交付金、地方創生交

付金の追加が主なものでございます。道支出金５６９万９，０００円の追加は総務費
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道補助金において、地域消費喚起生活支援交付金の追加、農林水産業費において青年

就農給付金事業補助金の追加が主なものでございます。財産収入７０６万６，０００

円の追加は不動産売払収入及び物品売払収入の追加でございます。寄附金４２２万５，

０００円の追加は一般寄附金及びふるさと納税寄附金の追加でございます。繰入金７，

６９７万５，０００円の減額は減債基金繰入金、公共施設整備基金繰入金の減額でご

ざいます。諸収入３７０万５，０００円の追加は重度心身障害者医療費高額療養費、

ひとり親家庭等医療費高額療養費の追加が主なものでございます。町債２，２１０万

円の減額は教育債において、スクールバス購入事業債の減額が主なものでございます。 

  右側の歳出になります。 

  総務費５，５３２万９，０００円の追加は地域消費喚起生活支援費においてプレミ

アム商品券発行事業補助金の追加、地域創生事業費において関連事業費の追加が主な

ものでございます。民生費２，２６０万１，０００円の減額は社会福祉総務費におい

て臨時福祉給付金の減額、老人福祉費において介護老人保健施設特別会計繰出金、介

護保険特別会計繰出金の減額などが主なものでございます。衛生費１８９万２，００

０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５６１万８，０００円の減額は施設園芸作物

推進事業補助金、牛群繁殖管理推進事業補助金等の各種事業の精査による減額が主な

ものでございます。土木費５８７万７，０００円の追加は道路維持費において除雪関

係経費の追加が主なものでございます。消防費２８４万１，０００円の減額は常備消

防費において檜山広域行政組合負担金の減額で、消防救急デジタル無線整備事業によ

るものです。教育費２，２７６万８，０００円の減額は学校管理費において、スクー

ルバス購入費の減額が主なものでございます。 

  １０ページをお開きください。 

  続きまして１０ページからは、総務財政課所管の概要についての説明でございます。 

  歳入歳出とも、額の確定または精査に伴う追加・減額となっております。 

  歳入でございますけども、２款地方譲与税、１目自動車重量譲与税において６４１

万４，０００円の減額。７款自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金において

２１７万４，０００円の減額。９款地方交付税、１目地方交付税において５，５６４

万６，０００円の追加は普通地方交付税で、財源調整による追加でございます。１２

款使用料及び手数料、５目土木使用料において１５万２，０００円の追加は住宅使用

料で、２０万２，０００円の追加は町営住宅使用料で実績及び収入見込みによる追加

となっております。滞納繰越分５万円の減額は、滞納繰越分で実績及び収入見込みに

よる減額となってございます。１３款国庫支出金、３目土木費国庫補助金、住宅費補

助金１３４万１，０００円の追加は社会資本整備総合交付金の事業確定による追加で

ございます。 

なお、説明に記載しております、事業確定によるの追加とございますけども、申し

訳ございませんが、「の」を削除して訂正をお願いいたします。 

１４款道支出金、１目総務費委託金１９万１，０００円の追加は衆議院議員選挙費
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委託金で、額の確定による追加でございます。１５款財産収入、土地建物貸付収入に

おいて３５万６，０００円の追加は貸地料で１，０００円、収入見込みによる減額で

ございます。貸家料で３５万７，０００円、こちらも収入見込みによる追加でござい

ます。滞納繰越分で７，０００円の追加は収入実績による追加でございます。利子及

び配当金において４，０００円の追加は財政調整基金利子で、収入実績による追加で

ございます。不動産売払収入において２９５万７，０００円の追加は土地売払収入で、

あったか団地１区画分売払による追加でございます。物品売払収入において３７４万

２，０００円の追加は物品売払収入で、伐採木材で鈴岡地区１，６４０立米、八束地

区２６立米によるものでございます。 

  １２ページをお開きください。 

  １６款寄附金、一般寄附金において４２２万５，０００円の追加はふるさと納税２

０件分、一般寄附金１件分の追加でございます。１７款繰入金、減債基金繰入金にお

いて４，６９７万５，０００円の減額は財源調整による減額でございます。公共施設

整備基金繰入金において３，０００万円の減額は、こちらも財源調整による減額でご

ざいます。１９款諸収入、雑入において２７万円の減額は宝くじ交付金で、交付金確

定による減額でございます。２０款町債、消防債において１５０万円の減額は消防救

急デジタル無線整備事業債で、事業費確定による減額でございます。中学校債におい

て２，０６０万円の減額はスクールバス購入事業債で、未実施による減額となってご

ざいます。 

  続きまして歳出でございます。 

  ２款総務費、１目一般管理費において５６万４，０００円の追加は給料において２

４万１，０００円の減額となっており、町長、副町長の給料減額による減でございま

す。職員手当等において８０万５，０００円の追加は実績精査によるものでございま

す。５目財産管理費において６３６万円の減額の主なものとしましては、工事請負費

において８３１万７，０００円の減額は各工事における執行残による減額でございま

す。積立金において２９５万８，０００円の追加は公共施設整備基金積立金であった

か団地売払に係る積立分でございます。１０目財政調整基金費において１００万４，

０００円の追加は財政調整基金積立金で、利子及び一般寄付金分の追加でございます。 

  １４ページをお開きください。 

  ２款総務費、１１目電子計算費、旅費において８万３，０００円の減額は普通旅費

で実績精査による減額でございます。１５目諸費、報償費において１３万円の減額は

講師謝金で、実績精査による減額でございます。３目衆議院議員選挙費において１３

５万７，０００円の減額は、執行額確定に伴う事務費の減額でございます。８款土木

費、１目住宅管理費において３万８，０００円の追加は需用費において６万円の追加

は光熱費の実績精査による追加でございます。委託料において２万２，０００円の減

額は町営住宅等住宅料システム移行業務委託料で執行残による減額でございます。１

１款公債費、２目利子において、こちらは財源補正の補正のみを行っております。 
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  １６ページをお開きください。 

  １６ページからは、平成２７年度一般会計予算案の概要についてご説明いたします。 

  歳入・歳出総額について。 

  歳入・歳出予算額の総額は、平成２７年度４９億１，８４９万８，０００円、前年

度比３億９，９９５万２，０００円の減、マイナス５．９％でございます。 

  主要財源調整内訳といたしまして、財政調整基金１億４，５４３万６，０００円、

減債基金１億５，９５０万円、備荒資金支消交付金２億円、合計５億４９３万６，０

００円となっております。 

  続きまして、歳入・歳出額一覧についてでございますけども、前年度と比較して増

減の多額なもののみ説明いたします。 

  まず歳出でございますけども、各譲与税及び交付金の増加・減額については実績及

び収入見込みでございます。 

  なお、地方消費税交付金において、前年度比４，８３９万円の増額は消費税増税に

伴い、国から地方への配分が増加したことによるものでございます。 

  分担金及び負担金において、前年度比８９８万２，０００円の増額は農林水産業費

負担金において、農業経営高度化促進事業受益者負担金の増額が主なものでございま

す。国庫支出金において、前年度比６，４４４万３，０００円の増額は土木費国庫補

助金において、道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金の増額が主なもので

ございます。道支出金において、前年度比４，１５２万４，０００円の減額は農林水

産業費道補助金において、中山間地域等直接支払交付金の減額が主なものでございま

す。繰入金において、前年度比１億７，０７９万７，０００円の減額は財政調整基金

繰入金の減額が主なものでございます。町債において、前年度比１億９，０３０万円

の減額は起債充当事業の減少によるものでございます。 

  続きまして歳出でございますけども、総務費において、前年度比１億９，０８７万

５，０００円の減額は財産管理費において、旧美利河小学校改修事業外４事業及び戸

籍住民基本台帳費において、戸籍総合システム導入事業の完了などが主なものでござ

います。衛生費において、前年度比８，０７０万９，０００円の減額は保健衛生総務

費において患者バス購入事業の減額、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、し尿塵芥処理において北部檜山衛生センター組合負担金などの減額

が主なものでございます。農林水産業費において、前年度比５，７６７万７，０００

円の減額は地域農政推進費において中山間地域等直接支払交付金、土地改良費におい

て農業基盤整備促進事業、造林事業費において造林事業などの減額が主なものでござ

います。商工費において、前年度比１，８４８万１，０００円の増額は観光費におい

て、観光施設関係修繕料の増額などが主なものでございます。土木費において、前年

度比１，８４７万２，０００円の増額は道路新設改良費において、各交付金事業の増

額などが主なものでございます。消防費において、前年度比１億２，９６７万６，０

００円の減額は常備消防費において、檜山広域行政組合負担金の減額が主なもので、

消防救急デジタル無線整備事業などに係る減額でございます。教育費において、前年
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度比１億１，７１７万４，０００円の増額は今金小学校屋内運動場等吊天井改修事業、

今金中学校耐震診断事業、総合体育館建設事業などの増額が主なものでございます。

公債費において、前年度比３，７３４万２，０００円の減額は一般単独事業債、過疎

対策債の一部償還に伴う減額でございます。 

  １７ページをご覧ください。 

  歳出性質別の内訳についてご説明いたします。 

  人件費、扶助費、交際費の事務的経費系が１８億４，６１６万８，０００円、前年

度比１，８５４万８，０００円、１％の増でございます。物件費、維持補修費、補助

費、普通建設費などのその他経費が３０億６，９３３万円、前年度比３億２，８５０

万円、９．７％の減となっております。 

  右側の表でございますけども、各特別会計予算案の内訳についてでございます。 

  国民健康保険特別会計事業など７会計の合計は３３億９，６２８万５，０００円、

前年度比２，４００万３，０００円、０．７％の増となっており、また、一般会計と

特別会の総合計は８３億１，４７８万３，０００円、前年度比２億８，５９４万９，

０００円、３．３％の減となってございます。 

  １８ページをお開きください。 

  １８ページからは、総務財政課所管の概要についてでございます。 

  歳入ですけども、譲与税及び交付金については、国の地方財政計画や収入実績等に

基づいて計算しておりますので省略させていただきます。 

  なお下段にあります、９款地方交付税、１目地方交付税２５億２００万円の計上に

つきましては、前年度と同額の計上としております。 

  次ページに移ります。 

  １２款使用料及び手数料、１目総務使用料２２万９，０００円の計上は児童販売機

設置使用料、電柱等敷地使用料でございます。５目土木使用料５，５６３万９，００

０円の計上は住宅使用料及び滞納繰越分でございます。１３款国庫支出金、３目土木

費国庫支出金、住宅費補助金５８６万８，０００円の計上は社会資本整備総合交付金

でございます。１４款総支出金、１目総務費委託金、選挙費委託金で４３６万７，０

００円の計上で北海道知事・道議会議員選挙費委託金でございます。１５款財産収入、

１目財産貸付収入で１，９５７万９，０００円の計上は貸地・貸家料でございます。

２目利子及び配当金３３４万２，０００円の計上は各基金に係る利子でございます。 

  ２０ページをお開きください。 

  １５款財産収入、１６款寄附金については科目設定の予算計上でございます。１７

款繰入金、１目財政調整基金繰入金において１億４，５４３万６，０００円の計上は

財源調整によるものでございます。２目減債基金繰入金１億５，９５０万円の計上は

元利償還金の２５％として財源調整のため繰り入れております。１８款繰越金５００

万円の計上は前年度繰越金でございます。１９款諸収入、１目町預金利子４１万１，

０００円の計上は歳計現金預金利子でございます。１目納付金４２万５，０００円の

計上は雇用保険納付金でございます。１９款諸収入、２目雑入において２億２３４万
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９，０００円の計上は主なものといたしまして、北海道備考資金組合積立金支消交付

金の２億円で、これも財源調整でございます。２０款町債、１目臨時財政対策債にお

いて１億４，９００万円の計上は臨時財政対策債でございます。２目衛生費において

７６０万円の計上は浄化槽設置整備事業債でございます。３目商工債において９５０

万円の計上は住宅リフォーム助成事業債でございます。４目土木債において６，６９

０万円の計上は雪寒機械購入事業債、中央通線交付金事業債、神丘１０号線交付金事

業債、奥沢橋長寿命化修繕交付金事業債、豊田橋長寿命化修繕交付金事業債となって

ございます。５目消防費において３，６５０万円の計上は消防救急デジタル無線整備

事業債でございます。 

  ２２ページをお開きください。 

  ６目教育債において３，２８０万円の計上は今金小学校屋内運動場等吊天井改修事

業債でございます。 

  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、本年度５億４，７２５万円、前年度対比６３６万８，

０００円の減額となってございます。給料、職員手当等、共済費については職員人件

費の計上でございます。需用費において、前年度比８４万２，０００円の減額は消耗

品で、図書追録加除の減が主なものでございます。委託料において、前年度比２１６

万６，０００円の増は行政不服審査法改正例規整備支援業務委託料の増、番号制度推

進支援業務委託料の増でございます。３目財政管理費において４７２万３，０００円、

前年度比７万８，０００円の増となっております。５目財産管理費において５，１６

７万８，０００円、前年度比１億５，６２１万円の減となっており、主な内容につき

ましては、需用費で、前年度比１４８万２，０００円の減は修繕料で庁舎等修繕の減

でございます。役務費で、前年度比６８万６，０００円の減は公有自動車保険料で対

象台数の減、公有建物保険料で保険料掛金引下、町有施設解体による減でございます。

委託料において、前年度比５９８万５，０００円の減は旧美利河小学校改修設計業務

委託料の減でございます。 

  ２４ページをお開きください。 

  工事請負費については当初予算に計上していないことから、前年度比１億４，２３

０万円の減となっております。 

  なお、平成２６年度の事業としていました、役場庁舎外壁改修工事については繰越

明許費により平成２７年度執行となります。 

  １０目財政調整基金費において１８４万９，０００円の、前年度比８万円の増とな

ってございます。１１目電子計算費２，０８７万７，０００円、前年度比８８９万７，

０００円の減となっております。主な内容としましては、役務費において、前年度比

６９万２，０００円の減となっております。こちらは手数料で庁内ＬＡＮ設定手数料

の減となってございます。委託料において、前年度比３８万９，０００円の増ですけ

れども、こちらは人事給与システム改修業務委託料、団体内統合宛名システム改修業

務委託料、こちらは両方ともシステム改修費の増となってございます。備品購入費に
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おいて、前年度比８４１万３，０００円の減につきましては、システム機器購入費の

減でございます。１５目諸費において３３２万２，０００円、前年度比３万９，００

０円の減額となってございます。４項選挙費、１目選挙管理委員会費において１，７

８５万８，０００円、前年度比２５万円の増は人件費及び事務費でございます。 

  ２６ページをお開きください。 

  ２目北海道知事・道議会議員選挙費において５９２万３，０００円は、４月１２日

執行の同選挙における執行事務費の計上でございます。３目今金町長・町議会議員選

挙費７１５万９，０００円の計上は、４月２６日執行の同選挙の執行経費の計上でご

ざいます。 

  ２８ページをお開きください。 

  ８款土木費、１目住宅管理費１，１０２万円は、前年度比１９３万円の減となって

おり、主な内容としましては、委託料において、前年度比２８３万５，０００円の減

となっており、主な要因は電算委託料で町営住宅等住宅料システム移行業務委託料の

減によるものでございます。工事請負費において、前年度比７４万４，０００円の増

は南団地町営住宅屋根塗装工事外の労務単価の上昇に伴うものでございます。１１款

公債費、１目元金５億７，９２２万２，０００円、２目利子５，９２５万４，０００

円、３目公債諸費３万円、こちらはそれぞれ元利償還に伴う予算計上でございます。

１２款予備費３００万円は、前年度と同額の計上となってございます。 

  以上、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（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  日置委員。 

〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。 

  １２ページの一般寄附金のふるさと納税２０件分とありますけども、ここまでの合

計の金額と件数が分かれば教えていただきたいなと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 今回の補正で２０件分、３２２万５，０００円を追加

する訳でございますが、ふるさと納税といたしましては、１月末現在で５３件３９８

万６，０００円ということになってございます。 

  一般寄付その他に１００万円というのは、一般寄付として受けてございます。これ

につきましては、寒昇の方が１名一般寄付として寄付されているということで、ご理

解をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 

〇８番（日置紳一君） ２６年度分ですよ。 

  いまの２０件分は３２２万５，０００円でしょう。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） これは２６年度の補正の額なので、いまはまだ２６年
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度は入ってきているのですよ。だから、いまの実績で。 

〇８番（日置紳一君） ４月からの分なのですか。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） はい。 

  去年の４月から今年の１月末までの合計で５３件、３９８万６，０００円。 

  今回追加したのは２０件分で３２２万５，０００円。 

  １２月にも追加させていただいているのですけども、その後に入ってきている分を

今回追加させていただいたということになります。 

  合計で４９８万６，０００円ということになるのですけども、その内の３９８万６，

０００円がふるさと納税分で、一般寄附金がその他に１００万円あるということです。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 

〇８番（日置紳一君） もっとあるかなと思ったら、あまりなかったのですけども、全

国で一番ふるさと納税で寄付をいただいているという所は１２億円くらいあるので

すよね、九州で。北海道では、上士幌町が９億円くらいということで全国で２番目だ

とかいう話なのですけども、何故かというと、夏場の観光があってそこに観光に来た

人が、たぶんそこを応援したいということで寄付しているのだと思うのですけども、

テレビで拝見したところによると、お返しする特産品がかなり素晴らしいのですよね。

そこで今金町はちょっと低すぎるのですけども、財源のためにはもう少しね。前回の

一般質問をさせてもらった独自産業化なんかにも絡めて、特産品をもう少し魅力のあ

るものを作ってお返しできれば違ってくるのかなと思うのですけども、その辺はいか

がですか。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 新聞報道でも、お返しのものは各地の特産品をという

ことで伸びている町村があるということは承知しているところでございます。 

  今金町の対応といたしましては、ふるさと納税をしていただいた方、５，０００円

以上の方に今金町の特産であるイモ、コメなどを５，０００円の半額程度のものをお

返ししている状況でございます。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 

〇８番（日置紳一君） この間も聞いて知っているのですけども、採れたイモとコメを

そのままというのではなくて、それではあまり魅力がないと思うのだよね。それを目

当てに寄付しようという気持ちはあまり起きないのかなと。だから今金町独特の加工

品みたいなものを考えていったらどうかなという話を、いまさせてもらったのですけ

どもいかがですか。 

〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 私共も常日頃そのように心掛けなければならないという部分

と、ご承知のとおり町で採れるものを確保してということで、食ネットワークとかい

ろいろなことをしてこの間進めてきておりますが、ご承知のとおりなかなか浜辺の町
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のような華々しい一次産品がある訳でもないということになりますと、どうしても町

の物にこだわっていきますとイモだとかコメだとかの特産の農産物になってしまう。 

  それが、加工されて現実にあるかというとそれもさほどある訳ではございません。

ある物についてはそれは有効活用させていただきます。 

  ふるさと納税につきましては、納税する側にもそれなりのメリットがある訳です。

恐らく主力もあって入れてくれる訳でしょうから、それは税金からは確実に控除され

ているものですから、ですからそれと合わせて産品が送られてくるという形になると、

それなりのメリットがあるということでこれだけの件数が私共にお付き合いをいた

だいていると。今金町の出身の方ばかりでは決してございませんので。 

  それが上士幌でしたか、北海道の中では特産の牛肉だとかそういうものを東京まで

出向いてやったりと、いろいろなことをやっているようであります。ちょっと私共の

方で、ご承知のとおり新ご当地グルメ等をやりましても、最終的に地場の物にこだわ

る形になりますと、肉が地元にある訳ではないとかいろいろな制約があって、展開が

ままならない部分もあるということもご承知をいただきたいと思っております。 

  いまいただいたご意見については、今後に活かす部分として十分に承りたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 

  １３ページですけども、１５節の工事請負費で８３１万７，０００円の減というこ

とでありますが、この項目ごとの金額が分かればお教えただきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 財産管理費の８３１万７，０００円の減額ですけども、

母と子の家の解体工事が５５万円の減、旧美利河小学校改修工事が６８６万８，００

０円の減、旧オナヤ旅館解体工事が６８万５，０００円の減、日進地区町有住宅解体

工事につきましては２１万４，０００円の減ということでございます。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） 分かりました。 

  それで、当初見積もりということで増減があるとみていたかと思いますが、特に美

利河の関係で６００万円の要因というものは何かありましたか。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） まず、美利河の小学校の改修工事につきましては、地

元との話し合いで建てているのですけども、入札をかけたときに執行残が出ます、そ

れが一番の要因でございますが、やっていく中で、ここはいらないとかいろいろなこ

とを調整しながら入札を執行しているということで、入札残が一番の大きな原因とな

ってございます。 

  以上です。 
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〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  加藤委員。 

〇４番（加藤三明君） １２ページの、スクールバスの購入の予定が移行になったよう

でございますけども、何か事情があったのか、その辺の事情が分かればお知らせくだ

さい。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） スクールバスの関係につきましては、まず補助金を申

請してございまして、その補助金を取りまとめる時期と衆議院の総選挙の時期が重な

っております。その関係で、申請しているのですけども、金額の確定だとかが遅れま

して、補助をするかしないかという確定が遅れまして、１月になっても返事がきませ

んでした。 

  注文発注ということにスクールバスはなりますので、そうなると３月での納品が困

難な状況が生じたため、今年は見送るという結論になったところでございます。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 

〇４番（加藤三明君） いまの話からいきますと、今年度は無理なような説明なのです

けども、新年度には再度考えておりますか。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） そういう理由で今年度は見送ったということもありま

す。 

  新年度には当初予算には計上してございませんが、当然そういう予算要望がされる

と思いますし、そのように対応していきたいと考えております。現時点では。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  ないようですので、以上で、総務財政課の質疑を終わります。 

  ２時４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時３１分 

 

開議 １４時４０分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  次に、まちづくり推進課より説明をお願いします。 

  まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） このあと、資料に沿ってご説明いたしますが、

始めに私から説明事項の４の関連についてご説明をさせていただきます。 

  国においては、人口減少問題の対応や地方への緊急経済対策として、地域住民生活

等緊急支援のための公金が創設されまして、先の臨時国会にて、平成２６年度補正予

算に盛り込まれ予算成立したところであります。 
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  このことを踏まえ、本町においても交付金を活用し、生活者への支援、生活環境整

備のための地域消費喚起・生活支援事業としてプレミアム付商品券発行事業を予算計

上し、また地域が人口減少を克服し将来に渡って活力ある社会を実現するため、先行

的に実施する地方創生先行事業の交付金対象事業として、平成２７年度当初予算案か

ら交付金制度主旨に合致する事業を取りまとめ、前倒しでこの度の平成２６年度一般

会計補正予算に計上したところでございます。 

  したがいまして、地方創生先行事業につきましては、２６年度補正予算並びに２７

年度当初予算案の双方に、同事業、同額の予算化をしており、予算が重複して計上し

ている状況でありますので、今後しかるべき時期に２７年度予算からの減額補正の事

務手続きをいたしますので、始めにご報告させていただきます。 

  資料の説明については、山田課長補佐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（上村義雄君） まちづくり推進課長補佐、山田君。 

〇まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） こんにちは。 

  それでは私の方からご説明させていただきます。 

  まず、説明事項１、今金町生活改善センター等設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例案についてご説明いたします。 

  資料１ページをご覧ください。 

  改正の内容は、第２条の表中「美利河生活館」の名称を「美利河交流センター」に、

また「今金町字美利河２２８番地の８」の住所を、「今金町字美利河２３０番地の３」

にそれぞれ改めようとするものです。 

  改正理由は、美利河地区の生活館として現在使用していただいている美利河生活館

が老朽化しているため、旧美利河小学校を改修の上、美利河交流センターに名称を変

更し移転しようとするものです。 

  施行については、平成２７年４月１日を予定しております。 

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

い。 

  次に、説明事項２、平成２６年度一般会計補正予算第７号の概要について、まちづ

くり推進課所管分をご説明いたします。３ページをご覧ください。 

  まず歳入です。 

  １２款、１項、１目総務使用料で２２万８，０００円の追加は町民センター使用料

です。これは町民センター使用料の増に伴う追加です。３目衛生使用料で２１万３，

０００円の追加は葬祭場とやすらぎ霊園の使用料です。これらについてもそれぞれ使

用件数の増に伴う追加であります。１３款、２項、５目総務費国庫補助金で４，９０

２万２，０００円の追加は地域消費喚起・生活支援交付金と地方創生交付金でありま

す。金額の内訳は資料をご確認ください。１４款、２項、１目総務費道補助金で３０

０万円の追加は地域消費喚起・生活支援交付金であります。この２つの交付金につい

ては、先ほど課長の方からも若干説明のあったところでございます。 
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  次に歳出です。資料４ページをご覧ください。 

  ２款、１項、２目文書広報費で１８万２，０００円の減額は今金町ホームページの

保守や更新に係る委託料で、実績精査に伴う執行残であります。６目企画費で３６万

２，０００円の減額は過疎地域連盟と檜山広域行政組合の負担金で、負担金確定に伴

う減額です。７目住民活動推進費で８２万５，０００円の追加の主なものは負担金補

助及び交付金で、街路灯電気料補助金が電気料値上げに伴い２６万８，０００円の追

加。地域集会施設維持管理費補助金が、実績精査に伴う執行残として２７６万９，０

００円の減額。積立金でふるさと創生基金積立金が、ふるさと納税２０件の増により

３２２万５，０００円の追加となってございます。１２目生活改善センター等費で５

０万円の減額は燃料費の灯油単価が値下げになったことから減額となります。１６目

地域消費喚起・生活支援事業費で１，９８１万円の追加はプレミアム商品券発行事業

であります。１７目地方創生事業費で４，２０８万３，０００円の追加は緊急支援交

付金に登載する１４本の事業費です。これは平成２７年度予算案に計上している事業

の中からこの交付金に合致する事業を計上しております。１６目と１７目に計上した

事業につきましては、２６年度末に繰越明許の手続きを行う予定であります。 

  次に資料６ページをご覧ください。 

  ２款、５項、１目統計調査総務費で３万３，０００円の追加は農林業センサスの実

績精査に伴う追加と旅費の執行残です。４款、１項、３目環境衛生費で５５万５，０

００円の減額は燃料費の単価値下げに伴う減額と、ごみ箱作成、修理補助金の執行残

であります。６目公衆浴場費で２９０万円の減額はあったからんどの内装工事に伴い、

休館した期間に伴う燃料費と光熱水費の減額です。４款、２項、１目し尿じん芥処理

費で１４７万９，０００円の減額は衛生センター組合負担金で、負担金確定に伴う減

額です。 

  資料７ページの常備消防費は、のちほど消防署の方からご説明いたします。 

  次に９ページ、説明事項３、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてです。 

  国では人口減少問題と東京圏一極集中問題に対応するため関連法案を成立させ、ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョンと、まち・ひと・しごと創生総合戦略を昨年末に

閣議決定しました。 

  これに伴って国は地方自治体に対して、地方人口ビジョンと、地方版総合戦略の策

定を努力義務と位置付け、財政、情報、人的な側面から支援することとしています。 

  ９ページの下段は国の総合戦略の体系です。 

  ２０６０年を視野に入れた長期ビジョンの中で、人口減少問題の克服と、成長力の

確保を掲げております。 

  総合戦略は２０１５年度から２０１９年度の５ヶ年であり、２０２０年までの成果

目標を表し、ＫＰＩと呼ばれる、重要業績評価指標を示しております。このＫＰＩの

設定は市町村にも義務付けられております。 

  資料１０ページは国が掲げる、まち・ひと・しごと創生に向けた政策５原則で、地

方自治体が策定するときもこの５原則が必要とされており、策定の基本的な視点は住
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民や関係団体、民間事業者などが、まち・ひと・しごと創生の必要性を認識共有し、

地域を見つめ直し、地域の課題を解決することとされております。 

  資料１１ページは、国が示す地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開図

です。のちほどご覧ください。 

  次に資料１２ページでございますが、説明事項４、地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金については、先ほど前段で課長の方から説明がございましたので割愛さ

せていただきます。 

  次に説明事項５、平成２７年度一般会計予算案の概要について、まちづくり推進課

所管分をご説明いたします。１８ページをご覧ください。 

  まず歳入です。 

  前年度比較で増減の大きいものをご説明いたします。 

  １９ページ、１４款、３項、１目総務費委託金で、本年度予算６２８万８，０００

円、前年度比較３５２万９，０００円の増となっております。これは平成２７年１０

月１日を基準日とする、５年に１度の国勢調査が予定されていることから、その委託

金として４５８万３，０００円が見込まれていることによるものです。１７款、１項、

４目生活交通路線確保対策基金繰入金で、本年度予算９０６万１，０００円、前年度

比較１７１万円の増となっております。これは平成２６年１０月から開始した、高齢

者交通料金助成事業とデマンドバス運行事業が、年度当初からの事業実施となること

によるものです。その他では２６年度と同程度の歳入を見込んでおります。 

  次に歳出です。資料２０ページをご覧ください。 

  歳出につきましても、前年度比較で増減の大きいものをご説明いたします。 

  ２款、１項、２目文書広報費で、本年度予算２０３万８，０００円、前年度比較３

８６万５，０００円の減となっております。これは委託料のうち、ホームページシス

テム更新委託業務が２６年度で終了したためです。６目企画費で、本年度予算３，５

０７万４，０００円、前年度比較１，４４１万１，０００円の増となっております。

これは職員手当のうち、地域おこし協力隊が現在１名体制ですが２７年度に限り２名

体制を予定しているためです。 

  資料２１ページをご覧ください。 

  委託料のうち、第５次総合計画前期計画と、第５次行政改革大綱の計画期間が平成

２７年度で終了することから、平成２８年度からの後期計画と、第６次行革大綱の策

定のため、その業務の一部を業者に委託しようとするものでございます。 

  ７目住民活動推進費、２２ページの８目交通安全対策費、９目給油施設管理費は概

ね前年度並みの予算となってございます。１２目生活改善センター等費で、本年度予

算１，４４８万５，０００円、前年度比較７８万５，０００円の増となっております。

このうち備品購入費は、仮称美利河交流センターの机やイスなどを計上してございま

す。 

  資料２３ページ、１３目町民センター費も概ね前年度並みの予算となっております。

５項、１目統計調査総務費で、本年度予算４８２万１，０００円、前年度比較３５２
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万２，０００円の増となっております。これは国勢調査に関する経費が計上されてい

るためです。 

  資料２４ページ、４款、１項、３目環境衛生費で、本年度予算２，５７５万４，０

００円、前年度比較３２４万円の減となっております。これは簡易水道特別会計の繰

出し金が減となっているためです。６目公衆浴場費で、本年度予算５，６７８万４，

０００円、前年度比較１，７５６万６，０００円の減となっております。これはあっ

たからんどの内装工事や井戸坑内検査業務が２６年度で終了したためです。 

  資料２５ページ、２項、１目し尿じん芥処理費で、本年度予算１億１，０９９万９，

０００円、前年度比較１，４０９万６，０００円の減となっております。これは衛生

センター組合予算のうち、一般管理費や建設費が前年度比で減となったことから、今

金町の負担額が減となったためであります。９款、１項、１目常備消防費はのちほど

消防署の方からご説明いたします。２目防災費で、本年度予算１８１万８，０００円、

前年度比較１００万５，０００円の減となっております。これは緊急速報メールシス

テム改修業務の実施を予定しているためです。 

  続きまして、資料２８ページ、報告事項１、予約バス「ルンるん号」（八束・白石

地区）の利用実績についてをご説明いたします。 

  平成２６年１０月から同地区で運行開始いたしました予約バスは、地域住民の方々

にご利用いただき順調な滑り出しをいたしました。 

  行き便、帰り便の利用合計人数で１０月から１２月は２６４人または５人、１月は

２４０人、４ヶ月の合計で１，０３４人の実績であります。今後とも地域住民のニー

ズに合わせた運行を行って参ります。 

  以上で、まちづくり推進課の説明を終わります。 

  続いて、消防署の方からご説明いたします。 

〇委員長（上村義雄君） 消防署長、山口君。 

〇消防署長（山口昭則君） それでは、今金消防署関係の平成２６年度補正予算及び平

成２７年度予算案について、内容説明をさせていただきます。 

  先に補正予算について説明いたしますので、まちづくり推進課資料７ページをお開

きください。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、１９節負担金補助及び交付

金において、檜山広域行政組合負担金２８４万１，０００円の減額でございます。内

訳ですが、本部管理費において１５９万９，０００円減額。これは本部職員人件費に

よる５万５，０００円追加と、消防救急デジタル無線整備事業費の執行残による１６

５万４，０００円減額によるものです。消防署経費では６０万１，０００円の減額で、

内訳は職員人件費の手当と共済費にて実績精査による４８万９，０００円減額。需用

費では１１万円の減額ですが、これは燃料費の値下がりによる１８万円減額と、電気

代値上げによる７万円追加によるものです。役務費と委託料の減額につきましては執

行残によるものですが、委託料の救急自己検証で検証事案は現在当初予算の１０件に

達しておりますので、５件分の５，０００円を追加計上しております。公課費の自動

車重量税では１３年以上経過の車に対し、税改正されたことにより追加計上しており
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ます。消防団経費では６２万１，０００円の減額で、報酬、旅費の費用弁償、役務費、

負担金補助及び交付金は執行残及び精査により減額をしております。また需用費の燃

料費減額と光熱費の追加は、諸経費と同様の理由によるものでございます。消防施設

費では２万円の減額ですが、これは使用料及び賃借料の土地借上料と、備品購入費に

おいての執行残による減額であります。 

  以上で補正についての説明を終わらせていただき、次に平成２７年度予算案につい

て説明いたしますので、２７ページをお開きください。 

  歳入から説明をいたします。 

  １款分担金及び負担金、１項負担金、３目消防費負担金、１節消防費負担金は２億

２，３３７万円となっており、内訳は今金消防署費負担金１億７，８７０万７，００

０円と、檜山広域行政組合消防本部費負担金の４，４６６万３，０００円であります。

６款諸収入、１項雑入、１目雑入、１節雑入は１９万６，０００円で、前年度対比１

８万円増となっており、これは平成２７年度に今金町において檜山管内消防総合訓練

大会が開催されますので、このことに伴う北海道消防協会檜山地方支部からの助成金

によるもので、歳入合計は２億２，３５６万６，０００円であります。 

  次に歳出ですが、３款消防費、１項消防本部費、１目消防総務費で４，４６６万３，

０００円で、内訳は消防本部管理費６２２万７，０００円、消防救急デジタル無線整

備事業費３，８４３万６，０００円となっております。３款消防費、７目今金消防費

は１億７，８９０万３，０００円で、前年度対比１，４５８万２，０００円の減とな

っております。 

  それでは目ごとに説明をさせていただきます。 

  １目常備消防費では、前年度対比１，２０７万８，０００円の減ですが、これは平

成２６年度末の定年退職者２名と、平成２７年度採用者１名による職員給料などの人

件費の相殺による１，２６３万円の減が主なものとなっております。また９節旅費で

の１９万８，０００円の増は、研修旅費での救急救命士処置拡大２行為研修４名分と、

救急専科標準課程１名分によるものが主なものです。１１節需用費での９５万２，０

００円の増の主なものは消耗品で、水槽車２台の夏タイヤと高規格救急車用の冬タイ

ヤの購入と、修繕料での車検代数増によるものです。１３節委託料での２９万３，０

００円の減は、大型自動車免許取得該当者が居ないため、自動車学校入校委託料減額

が主なものです。また高規格救急車に掲載しています、半自動除細動器の保守点検委

託料を今年度より計上しており、これは通達にて半自動除細動器は医療機器とし点検

を行うこととされたため計上しております。１８節備品購入費では、昨年度備品購入

分の８４万２，０００円を減としております。１９節負担金補助及び交付金での２４

万７，０００円の増は、先ほど旅費でも説明いたしました、救急救命士処置拡大２行

為と救急標準課程による同消防学校入校負担金が主なものです。２７節公課費では車

検台数増のため自動車重量税を３１万５，０００円の増としております。２目非常備

消防費では、前年度対比１９７万８，０００円の減ですが、これは昨年度の１６節原

材料費で小型動力ポンプ用の引出レールと、１８節備本購入費で小型動力ポンプ１台
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の購入分の減が主なものとなっております。１１節需用費では、消耗品で種川車用夏

タイヤ購入と、先ほど歳入での説明のときにも申しました、檜山管内消防総合訓練大

会が当町開催ですので、このことに伴う食糧費及び印刷製本費の増により１６万４，

０００円の増となっております。１２節役務費の通信運搬費及び、１４節使用料及び

賃借料の簡易トイレ賃借料も同様の理由から増となっております。２７節公課費は車

検台数増により、自動車重量税を１０万５，０００円の増となっております。３目消

防施設費では、前年度対比５２万６，０００円の減ですが、１１節需用費での修繕料

で、昨年度計上しました修繕分の減が主なものとなっております。また１６節原材料

費の消火栓付属品１３万８，０００円の増は、消火栓用看板が経年劣化してきていま

すので、看板購入をするためのものです。 

  以上で、平成２７年度予算案及び平成２６年度補正予算の説明を終わらせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  また２９ページに、平成２６年度災害出動報告を添付しておりますので、のちほど

お目通しをお願いいたします。 

  以上でございます。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  芳賀委員。 

〇５番（芳賀芳夫君） ２０ページをお願いします。 

  ３節職員手当の関係でありますが、嘱託手当ということで今年に限り１名増員とい

うことでありますが、作業内容等について新規のものの取組みなのか、内容について

お聞かせいただきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。 

  今年度、２７年については２名体制ということで予算をお願いしているところです

が、いま現在居る地域おこし協力隊員が平成２７年度で３年目を迎えるところであり

ますので、この制度上３年を迎えたら任期が切れるということで、今年もう１名採用

をいたしまして今年は２名体制で、いまいろいろ、住民また道内・道外の関係の人脈

等々を築いている実績がございますので、それをスムーズな移行と言いますか、引き

継ぎ時間と言いますか、それを２名体制で今年度行っていただいて、来年度以降はま

た１名体制で今金町の地域おこし協力隊員として、事務・事業を実施していきたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 山本です。 

  今年から救急ヘリが運行されるということになって、地域の人方も一応非常時も安

心かという想定がされるのですが、実態等はどのようになっているのでしょうか。お

知らせを願えれば幸いだと思います。 
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〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） いま実態ということでありましたけども、実はドクターヘリ

の運航に関しては２月１６日から供用開始をされております。 

  ドクターヘリが緊急の場合は飛んでくるというその状況と、医師、看護師等が同乗

しているという、それと函病を基幹病院としている等々の、今までの説明している部

分はありますけども、実際に運行するにあたっての微細な、選ばれるということには

なりませんけれども、内容等については合同委員会において、報告事項で消防の方か

ら、技術的には窓口になるのは消防が救急の関係であたる訳でありまして、その方か

ら全議員の方にご説明をしたいということで考えておりました。ですからそのときに

お話をさせていただいた中で、またご質問をいただければありがたいかなと思ってお

りました。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 分かりました。 

  補正にも勿論載っていませんし、それから２７年度予算にも計上されていないよう

に思うのですが、そこの扱いはどのようになっているのか。 

〇委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 予算化でございますが、これは定住自立圏の中

でも枠組みとして実施をされる事業でございますので、その予算化の担当所管が保健

福祉課になりますので、保健福祉課の方の予算項目の中で負担金として出ていると思

いますので、そちらの方でご確認を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。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員、保健福祉課の方になってから答弁もらいますので。 

  他にありませんか。 

  ないようですので、以上で、まちづくり推進課の質疑を終わります。 

  次に、税務住民課より説明をお願いいたします。 

  税務住民課長、西君。 

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

いて説明いたします。 

  私の方からは説明事項を、松村補佐からは報告事項を説明します。 

  まず１番目の説明事項１、平成２６年度一般会計補正予算第７号の税務住民課所管

概要についてでございます。 

  １ページをお開きください。 

  まず歳入の補正からです。 

  今回の歳入補正については、１月末の収納実績に基づき、納付見込み額精査による

追加補正であります。 

  １款、１項、１目個人町民税の現年課税で１２０万円、滞納繰越分で２６万９，０

００円をそれぞれ追加しようとするものです。現年課税分の追加については、主に退

職所得者の所得分によるものでございます。１項、２目法人町民税の滞納繰越分で２
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万９，０００円。２項、１目固定資産税の現年課税分で４８万５，０００円、滞納繰

越分で３４万７，０００円。３項、１目軽自動車税の現年課税分で１６万５，０００

円。 

  ２ページ目をお開きください。 

  同じく軽自動車税の滞納繰越分で６，０００円。４項、１目町たばこ税で４６万円

をそれぞれ追加しようとするものでございます。１４款、３項、１目総務費委託金で

２万５，０００円の減額は道民税徴収委託金の納税事務所の算定人数が減少したこと

によるものでございます。１９款、１項、１目延滞金３６万５，０００円の追加は収

納実績によるものです。 

  次に歳出補正であります。 

  ２款総務費、２項町税、１目賦課徴収費、１３節委託料で１万６，０００円の減額

は、エルタックスのシステム更新業務委託料の執行残であります。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  次に説明事項２、平成２７年度一般会計予算案、税務住民課所管概要について説明

いたします。３ページをお願いします。 

  歳入からの説明にあたりまして、若干説明をしたいと思います。 

  説明にあたりまして、説明欄の項目名の次にある括弧書きの数字、個人町民税の中

で括弧して三角の４，７５９とありますが、これは前年度対比４７５万９，０００円

減少しているという形になっていますので、その点でよろしくお願いいたします。 

  １款、１項、１目個人の現年課税分個人町民税は１億７，９３９万円で、前年度対

比４７５万９，０００円の減となっています。町民税の基本算定にあたりまして、普

通徴収関係の農業所得については、作柄的に良好でしたが価格が低下しており、更に

燃料費や飼料等が高騰によりまして全体的にコストが増加していることから前年課

税額の９２％で、その他の部分の課税所得については地方においてまだ景気の好況感

が感じられないことから、前年課税額の９５％の計上をしており、また特別徴収関係

では退職者や公務員等の減少を加味しまして前年課税額の９５％で積算しておりま

す。滞納繰越分は６５万３，０００円で、前年度と同額であります。２目法人の現年

課税分法人町民税は２，４６１万８，０００円で、前年度対比６万８，０００円の増

です。法人均等割については、法人数が６件減少により１２９万６，０００円の減。

法人税割に関しては、現在堅調に納税が推移していることから、平成２６年度見込み

額の９０％を計上し、前年度対比１３６万４，０００円の増となっております。滞納

繰越分については１，０００円で、前年度と同額であります。２項、１目固定資産税、

現年課税分固定資産税は２億１，２６３万円で、前年度対比６５３万円の減でありま

す。減額の要因でございますけども、平成２７年度が３年に１回の評価替えの年であ

ります。土地においては宅地の価格下落により３９１万９，０００円の減。家屋につ

いては新築住宅減少と既存住宅の評価額の減少により３５２万２，０００円の減。減

価償却については９１万１，０００円の増となっております。滞納繰越分については

３０万３，０００円で、前年度と同額であります。２目国有資産等所在市町村交付金
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は４５１万９，０００円で、前年度対比１０万２，０００円の減については、ダム工

作物及び建物等の評価額の経年減少によるものでございます。３項、１目軽自動車税

の現年課税分の軽自動車税は１，２６２万１，０００円で、前年度対比１１１万２，

０００円の増となっております。これについては平成２６年税制改正による税率改正

と、課税単価の高い軽四乗用車、単価で言うと７，０００円なのですけども、前年当

初と比較して約４５台増加したことによります。この関係ですけども、２７年度の税

制改正において、原動機付き自転車及び二輪車並びに小型特殊自動車に係る税率改正

については、本来、本年２７年４月以降から適用になる予定でしたけども、税制改正

大綱におきまして摘要開始時期を１年延期しまして、２８年以後の年度分から適用す

ることで決定されたところであります。ただし本決定につきましては町税条例が改正

しておりませんので平成２７年当初予算については、当初の税率改正で計上しており

ますので、町税条例改正後に減額補正の予定でございますので、その点よろしくお願

いいたします。滞納繰越分は１，０００円で、前年度と同額であります。 

  ４ページをお開きください。 

  ４項、１目町たばこ税は４，４８２万円で、前年度対比６７万５，０００円の減で

あります。従前からの健康志向により毎年喫煙者が減少しており、平成２７年の積算

にあたりまして平成２６年度の見込み数を含め、過去５ヶ年の平均に基づきまして、

前年比９６．２９％で予算推計して計上したところであります。５項、１目特別土地

保有税の滞納繰越分は１，０００円で、前年度と同額であります。６項、１目入湯税

の現年課税分の入湯税は１８６万円で、前年度対比６万５，０００円の減については

山の家の休止によるものでございます。１２款、２項、１目総務手数料は２４７万３，

０００円で、１節の町税手数料は前年度と同額でありますけども、２節の戸籍住民手

数料の３，０００円の減については、住民基本台帳カード交付手数料に介してですけ

ども、マイナンバー制度によりましてこれは平成２７年１０月で交付終了になります

ので、積算人数の減少によるものでございます。１３款、３項、１目総務費委託金は

１４万２，０００円で、前年度と同額であります。２目民生費委託金で１３３万円で、

前年度対比１７万２，０００円の減については、昨年度は国民年金事務費交付金で年

金生活者支援システムに係る交付金を計上したことによるものでございます。１４款、

３項、１目総務費委託金で７５９万５，０００円については、前年度対比１６万２，

０００円の減であります。 

  ５ページをお願いします。 

  この減額要因については、２節の徴税費委託金の１６万２，０００円の減でありま

して、道民税の徴収委託金の納税義務者の積算人数の減によるものでございます。１

９款、１項、１目延滞金については１，０００円で、前年度と同額であります。 

  次に歳出に入らせていただきます。６ページをお願いします。 

  ２款、２項、１目税務総務費は１２８万９，０００円で、前年度対比６８万円の増

に関しては、７節賃金の６７万９，０００円の増が主でございます。例年確定申告等

に係る臨時事務員の賃金については、９月補正予算でお願いしたところでございます
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が、今年度から当初予算から計上したことによるものでございます。２目賦課徴収費

は９２１万２，０００円で、前年度対比９１万８，０００円の増であります。増額の

要因としましては、１３節委託料で８３万９，０００円の増であります。その他で税

務業務電算処理委託料では４４万３，０００円の減となっておりますけども、これに

関しては平成２７年度が固定資産の評価替えの年にあたることから、準備年でありま

す２６年度において固定資産評価替え処理業務が完了したことによるものでござい

ます。新規の地番現況図システム更新業務委託料の３６万８，０００円は、機器更新

委託料であります。エルタックス審査システム更新業務委託料３２万４，０００円は、

審査システム更新によるものでございます。次の地方税務システム改修業務委託料１

０８万円については、マイナンバー制度に係る平成２７年分の改修業務委託料でござ

います。 

  次、８ページをお願いします。 

  ３項、１目戸籍住民基本台帳費は９５９万円で、前年度対比５，３５６万１，００

０円の大幅な現については、１３節委託料で計上しておりました戸籍電算化に係る戸

籍総合システム運用委託料で完了したことによるものでございます。１３節委託料の

中にですね、戸籍総合システム保守委託料が１８１万５，０００円の増となっており

ますけども、昨年８月から稼働し６ヶ月間無償期間があったので、平成２６年度は実

際は１ヶ月分しか計上していなかったのですけども、本年度は１２ヶ月を計上したこ

とによる増であります。新規事業として住民基本台帳ネットワークシステム改修業務

委託料１４０万４，０００円については、マイナンバー制度に係る平成２７年度分の

改修業務委託料であります。１４節使用料及び賃借料で５０万４，０００円の増につ

いては戸籍総合システムソフト使用料で、前年は８月から稼働したので７ヶ月分の計

上から、今年度は１２ヶ月を計上したことによる増であります。 

  次に９ページをお願いします。 

  ３款、１項、４目国民年金事務費が２２万６，０００円で、前年度対比２２万９，

０００円の減であります。減額の要因としては、１３節委託料で２１万８，０００円

の減で、２６年度において年金生活者支援給付金システム改修業務委託料が完了した

ことによるものでございます。なお、新規の国民年金システム改修業務委託料６万９，

０００円は、マイナンバー制度に係る平成２７年度の改修業務委託料でございます。 

  以上が、新年度予算の概要です。 

  報告事項については、松村補佐から説明いたします。 

〇委員長（上村義雄君） 税務住民課長補佐、松村君。 

〇税務住民課長補佐（松村康弘君） 続きまして、平成２７年度１月末現在の徴税等収

入状況、収納率について報告します。１０ページをご覧ください。 

  報告事項、平成２６年度町税等収入状況調について説明します。 

  普通税（１）から各税目ごとに、現年分と滞納分を合わせた収入済額と収納率につ

いて説明します。 

  個人町民税については、収入済額１億５，９８１万４，１６５円、収納率８２．２
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４％であります。 

  法人町民税については、収入済額２，１６０万２，２００円、収納率９９．６２％

であります。 

  固定資産税については、国有資産等交付金を含め、収入済額２億３，０３４万３，

６８８円、収納率９４．１１％であります。 

  軽自動車税については、収入済額１，１６８万１，３００円、収納率９８．３２％

であります。 

  特別土地保有税については、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４億２，１８３万１，０９５円、収納率９３．

１８％であります。 

  滞納分系といたしましては、収入済額１６１万２５８円、収納率は８．０３％であ

ります。 

  普通税（１）の合計といたしましては、収入済額４億２，３４４万１，３５１円、

収納率８９．５７％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３，９７５万５，２２６円。入湯税につきま

しては、収入済額１５１万９，４００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４，６９６万８，７９３円、収納率７２．

６６％であります。 

  貸地・貸家料につきましては、収入済額１，６３８万６，９９５円、収納率８３．

６９％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２億２，９３７万４，７１４円、

収納率７９．８０％であります。 

  内訳といたしましては、一般は収入済額２億２，１６６万７，９５９円、収納率７

９．３８％であります。退職分につきましては、収入済額７７０万６，７５５円、収

納率９４．２１％であります。 

  現年計につきましては、収入済額２億２，４５２万３，７８０円、収納率９６．４

０％であります。 

  滞納分計につきましては、収入済額４８５万９３４円、収納率８．９０％でありま

す。 

  以上で報告を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  日置委員。 

 

〇８番（日置紳一君） 日置です。 
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  ８ページの出産記念報償費のことで聞きたいのですけども、これの期限はどのくら

いになっていましたか。 

〇委員長（上村義雄君） 税務住民課長、西君。 

〇税務住民課長（西 勝明君） お答えします。 

  これについては、記念品として商品券で皆さんにお配りしています。 

  期限は６ヶ月です。 

〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

  ないようですので、以上で、税務住民課の質疑を終わります。 

  ３時４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時２５分 

 

開議 １５時３８分 

 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  次に、保健福祉課より説明をお願いします。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 保健福祉課の説明につきましても、前段でお願いがございま

す。何点か合同委員会にお願いしたい部分がありますので、ご配慮をお願いしたいと

思っております。 

  説明事項の１から５まででありまして、説明事項の１では、議案第２号であります

けども、介護予防支援等の事業の人員及び運営、それと指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援ということで、この基準を定める条例制定であります。

説明事項の２では、議案第３号でありますけども、包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例であります。説明事項の３では、議案第１０号でありますが、介護保

険条例の一部改正であります。説明事項の４では、議案第１１号であります、指定地

域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の一部改正であります。説

明事項の５では、議案第１４号であります、今金町保健福祉総合計画の策定について

であります。 

  以上の５件につきまして、合同委員会での説明をお願いしたいと思っておりますの

で、ご配慮を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） いま副町長の方から説明のあったとおり、保健福祉課の説明

事項の中の１から５までを合同委員会で説明するということで、本委員会では説明を

省略するということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（上村義雄君） では、そのようにいたします。 

  保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） 保健福祉課所管の総務厚生常任委員会資料につきまし
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ては、説明事項１３件、報告事項１件となっております。 

  説明事項１と２の条例制定２件と、説明事項３と４の条例の一部改正２件並びに説

明事項５の今金町保健福祉総合計画の策定につきましては、合同委員会での説明とさ

せていただきますので、本常任委員会での説明は省略させていただきます。 

  それでは資料の説明事項６以降につきまして、各担当者からそれぞれ説明させます。 

  始めに各会計の補正予算及び各会計の当初予算の概要について、諸戸補佐より説明

をさせますのでよろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 保健福祉課長補佐、諸戸君。 

〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） それでは私の方からは６から１３、各会計の補正

予算と各会計の新年度予算についてご説明いたします。 

  補正については金額の大きいもの、新年度予算につきましては前年度対比の大きい

ものについての説明とさせていただきます。 

  １７ページをお開きください。 

  一般会計補正予算第７号の保健福祉所管概要について、まず歳入からです。 

  １２款、１項、２目社会福祉使用料９８万４，０００円の減額は配食サービス利用

料で、実績見込みによるものでございます。１３款、１項、１目児童福祉費負担金１

７２万円の減額は児童手当負担金で、実績見込みによるものでございます。１３款、

２項、１目社会福祉費補助金７７４万４，０００円の減額、内訳としまして、障がい

者地域生活支援事業費補助金が１２４万８，０００円の減額、臨時福祉給付金給付事

業費補助金が６４９万５，０００円の減額、いずれも実績見込みによるものでござい

ます。児童福祉費補助金７０万円の減額は子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助

金が主なもので、７１万円の減額となってございます。 

  次１８ページをお開きください。 

  下段の方ですけども、１４款、２項、２目社会福祉費補助金６４万２，０００円の

減額の主なものは、障がい者地域生活支援事業費補助金が６２万４，０００円の減額

で、実績見込みによるものでございます。３目保健衛生費補助金６７万１，０００円

の減額は乳幼児医療費助成事業補助金が６７万１，０００円の減額、実績見込みによ

るものでございます。１９款、４項、２目雑入３１０万４，０００円の追加は重度心

身障がい者医療費高額療養費が２３０万１，０００円の追加、ひとり親家庭等医療費

高額療養費８８万１，０００円の追加で、いずれも実績見込みによるものでございま

す。 

  次２０ページをお開きください。歳出です。 

  ３款、１項、１目９４９万９，０００円の減額の主なものにつきましては、負担金

補助及び交付金６４９万９，０００円の減額で臨時福祉給付金で、実績見込みによる

ものでございます。給付額につきましては１，０５３人、それと加算分で７９５人と

なってございます。繰出金２１０万７，０００円の減額、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８９９万３，０００円の減額の主なものに

つきましては、操出金で介護老人保健施設特別会計繰出金が４８０万４，０００円の
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減額、介護保険特別会計操出金が３９６万８，０００円の減額となってございます。

３款、１項、３目障がい者特別対策費６０万９，０００円の減額の主なものは、扶助

費で２９万３，０００円の減額、内訳としまして、３事業目ですけども、障がい者訓

練等給付費扶助費が１６１万７，０００円の追加。５つ目の障がい児通所給付費扶助

費が９５万３，０００円の減額。療養介護医療扶助費が６２万７，０００円の減額と

なってございます。いずれも実績見込みによるものでございます。６目給食サービス

事業費４７万５，０００円の減額の主なものにつきましては、委託料で５１万２，０

００円の減額は調理業務委託料で、実績見込みによるものでございます。 

  次２２ページにいきます。 

  ３款、２項、４目児童手当費３１９万１，０００円の減額の主なものにつきまして

は、負担金補助及び交付金で７１万円の減額、子育て世帯臨時特例給付金７１万円の

減額となっております。実績といたしました４７０人分を交付しております。扶助費

で２４８万５，０００円の減額は児童手当で、実績見込みによるものでございます。

４款、１項、１目保健衛生総務費１，４５１万９，０００円の追加は国民健康保険特

別会計施設勘定繰出金でございます。２目予防費４７７万円の減額の主なものにつき

ましては、委託料で４４０万２，０００円の減額。内訳としましては、がん検診等検

査委託料が１１３万９，０００円の減額。予防接種委託料が１６５万６，０００円の

減額、がん検診検査推進事業委託料が８０万円の減額、健康診断委託料が６２万８，

０００円の減額。いずれも受診者見込み量の減によるものでございます。 

  ２３ページにいきまして、一番下段です。 

  ４款、１項、５目乳幼児医療費１９５万１，０００円の減額の主なものにつきまし

ては、扶助費で２０１万１，０００円の減額、乳幼児医療扶助費１８１万１，０００

円の減額が主なものでございます。これは実績見込みによるものでございます。 

  続きまして、今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第４号の概要について

でございます。 

  歳入からです。 

  １款、１項、１目１１６万４，０００円の追加の主なものにつきましては、医療給

付費分現年課税分４６万５，０００円の追加。これは実績見込みによるものでござい

ます。４節後期高齢者支援金分滞納繰越分が４９万６，０００円の追加。これも実績

見込みによるものでございます。 

  ２５ページです。 

  ３款、１項、１目療養給付費負担金９２８万８，０００円の減額は現年度分で実績

見込みによるものでございます。２目高額医療費共同事業負担金１１０万６，０００

円の減額は現年度分で額の確定によるものでございます。３款、２項、１目財政調整

交付金１，０７６万８，０００円の追加、内訳としましては、普通調整交付金４３６

万５，０００円の追加。特別調整交付金５４０万３，０００円の追加で額の確定によ

るものでございます。４款、１項、１目療養給付交付金５０２万７，０００円の減額

は現年度分で、変更通知によるものでございます。６款、１項、１目高額医療費共同



- 32 - 

 

事業負担金１１０万６，０００円の減額は現年度分で、額の確定によるものでござい

ます。 

  ２６ページをお開きください。６款、２項、１目道財政調整交付金１，４５５万円

の追加は普通調整交付金が９２９万９，０００円の追加。特別調整交付金が５２５万

１，０００円の追加で額の確定によるものでございます。７款、１項、１目高額医療

費共同事業交付金１，２３６万１，０００円の減額は額の確定によるものでございま

す。２目保険財政共同安定化事業交付金８８１万５，０００円の減額は額の確定によ

るものでございます。９款、１項、１目２１０万７，０００円の減額は一般会計繰入

金で、内訳としまして、職員給与費等繰入金が１２５万３，０００円の減額。出産育

児一時金等繰入金が８５万４，０００円の減額で、実績見込みによるものでございま

す。 

  飛ばしまして２９ページをお開きください。歳出の下段です。 

  ２款、２項、２目退職被保険者等高額療養費１４０万円の減額は負担金補助及び交

付金で、高額療養費保険者負担分、実績見込みによる減額でございます。 

  ３０ページをお開きください。 

  ２款、４項、１目出産育児一時金１２８万１，０００円の減額は負担金補助及び交

付金で、出産育児一時金給付金、実績見込みによるものの減でございます。７款、１

項、１目高額医療費拠出金４４２万２，０００円の減額は負担金補助及び交付金で、

額の確定によるものでございます。２目保険財政共同安定化事業拠出金５０３万円の

減額は負担金補助及び交付金で、額の確定によるものでございます。８款、１項、１

目特定健康診査等事業費１２９万５，０００円の減額の主なものにつきましては、委

託料で１２３万１，０００円の減額。内訳としましては、特定健康診査等委託料が１

２２万円の減額となってございます。８款、２項、１目疾病予防費９５万６，０００

円の減額の主なものは、委託料で９４万５，０００円の減額。内訳としましては、短

期人間ドック委託料が６７万６，０００円の減額。精密脳ドック検診委託料が５３万

５，０００円の減額。これは実績見込みによるものでございます。１３款、１項、３

目償還金、２３節償還金利子及び割引料６４万円の減額は国庫負担金補助金等精算返

還金でございます。額の確定によるものでございます。１１款、２項、１目操出金３

７３万７，０００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。 

  ３２ページを開きください。 

  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。歳入からです。 

  １款、１項、１目特別徴収保険料３６万１，０００円の減額は現年度特別調整保険

料で、実績見込みによるものでございます。２目普通調整保険料６０万１，０００円

の追加は、実績見込みによるものでございます。 

  歳出です。 

  ２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金２３万９，０００円の追加は負担

金補助及び交付金で、後期高齢者広域連合納付金で、広域連合への納付金の増による

ものでございます。 
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  ３３ページです。 

  今金町介護保険特別会計補正予算第４号の概要についてでございます。歳入からで

す。 

  １款、１項、１目２，９６０万６，０００円の減額は介護保険費分現年度賦課分で

２，９７２万５，０００円の減額です。これは実績見込みによるものでございます。 

  ３４ページにいきます。 

  ４款、１項、１目介護給付費負担金４１３万４，０００円の減額は介護給付費負担

金、額の確定によるものでございます。２目調整交付金２，３７４万円の追加は調整

交付金、交付見込みによるものでございます。４款、２項、２目介護保険事業費補助

金１３４万２，０００円の追加は介護保険制度改正等システム改修事業補助金が１３

４万２，０００円で、システム改修に伴う補助金内示によるものでございます。５款、

１項、１目介護給付費交付金６２４万５，０００円の減額は介護給付費交付金、額の

確定によるものでございます。５款、１項、２目地域支援事業支援交付金６３万８，

０００円の減額は額の確定によるものでございます。６款、１項、１目介護給付費負

担金４００万７，０００円の減額は介護給付費負担金、額の確定によるものでござい

ます。８款、１項、１目一般会計繰入金３９６万８，０００円の減額の主なものにつ

きましては、事務費等繰入金が１５８万６，０００円の減額。システム改修費補助金

内示等による減額でございます。介護給付費繰入金３２０万３，０００円の減額、介

護給付費減によるものでございます。 

  次３６ページです。 

  ８款、２項、１目基金繰入金１３４万１，０００円の追加は財源調整によるもので

ございます。 

  ３７ページの下段です。歳出です。 

  ２款、１項、１目介護サービス給付費１，６５２万１，０００円の減額は負担金補

助及び交付金で、内訳としまして、居宅介護サービス給付費が１，０９３万８，００

０円の減額。施設介護給付費が５３９万７，０００円の減額。居宅介護住宅改修費が

９４万７，０００円の追加。居宅介護サービス計画給付費が７８万７，０００円の減

額。いずれも実績見込みによるものでございます。 

  ３８ページです。 

  ２款、２項、１目介護予防サービス給付費５９２万７，０００円の減額は負担金補

助及び交付金で、主なものといたしましては、介護予防サービス給付費が４６６万２，

０００円の減額。地域密着型介護予防サービス給付費が１６３万２，０００円の減額

で、今後の見込みによるものでございます。 

  続きまして予算の方にいきます。３９ページです。 

  平成２７年度今金町一般会計予算案の概要について、保健福祉課所管分です。 

  歳入からでけども、まず中段です。 

  １３款、１項、１目社会福祉費負担金１，４０７万９，０００円の増の主なものに

つきましては、障がい者自立支援給付費負担金が７８１万円の増。障がい者医療費負
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担金が５７７万２，０００円の増となってございます。２節児童福祉費負担金１６９

万６，０００円の減は対象見込み減によるものでございます。１４款、１項、１目社

会福祉費負担金７６６万２，０００円の増の主なものは、国民健康保険基盤安定負担

金が１７５万円の増。後期高齢者医療費保健基盤安定拠出金が８７万８，０００円の

減。障がい者自立支援給付費負担金が５２５万５，０００円の増。障がい者医療費負

担金が１５３万６，０００円の増となっております。 

  続きまして歳出の方にいきます。４１ページをお開きください。 

  ３款、１項、１目社会福祉総務費の主なものにつきましては報酬が１１３万２，０

００円の増、これにつきましては子ども子育て会議が教育委員会へ予算組み替えにな

ったことと、今金町保健福祉総合計画策定委員会において、計画が終わったことによ

りまして回数が減になったことによるものでございます。役務費５２万２，０００円

の減、これにつきましては各計画関係の通信運搬費が減になったことによるものでご

ざいます。委託料１，１４９万２，０００円の減につきましては、業務関係の計画の

減でございます。負担金補助及び交付金９４２万４，０００円の増の主なものにつき

ましては、今金町社会福祉協議会補助金が９４４万５，０００円の増となっておりま

す。これにつきましては老人福祉費でみておりました在宅福祉サービスの事業が予算

組み替えになったことと、新たに安心サポート事業として５５７万９，０００円が増

になったものでございます。繰出金８５４万６，０００円の増は国民健康保険特別会

計施設勘定操出金でございます。老人福祉費の増の主なものにつきましては、報償費

で５６万円の増となってございます。長寿健康祝金で８０歳が７人、８８歳が７人、

１００歳は５人居ることによるものでございます。 

  ４２ページをお開きください。 

  委託料２３７万４，０００円の増の内訳としまして、高齢者共同生活施設指定管理

料が２３７万４，０００円の増となってございます。負担金補助及び交付金が５１９

万２，０００円の減、内訳としまして、先ほど言いました在宅福祉サービス分の予算

組み替え分として、これが減になったことによるものです。操出金１，７６７万円の

減につきましては、介護老人保健施設特別会計操出金が１，３６９万２，０００円の

減。介護保険特別会計操出金が３９７万８，０００円の減となってございます。障が

い者特別対策費の主なものとしましては、４３ページにいきまして、負担金補助及び

交付金で９０万円の減額となっております。主なものにつきましては、障がい者雇用

促進補助金が９０万円の減額となってございます。扶助費が２，７１７万５，０００

円の増の内訳は、自立支援医療費扶助費が６１４万４，０００円の増。障がい者訓練

等給付費扶助費が１，６５１万４，０００円の増。障がい者介護給付費扶助費が５０

３万円の増が主なものでございます。 

  ４４ページをお開きください。 

  後期高齢者医療費、委託料で２６４万８，０００円の減につきましては、システム

機器更新業務の減が主なものでございます。負担金補助及び交付金２６７万３，００

０円の増は、広域連合への負担金の見込み増によるものでございます。操出金１２８
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万円の減は広域連合への納付金の減によるものでございます。４目児童手当費２４４

万４，０００円の減は児童手当の減で、対象者の減によるものでございます。４款、

１項、１目保健衛生総務費、使用料及び賃借料です。４６ページにいきまして、使用

料及び賃借料４９万７，０００円の増につきましては、重機借上料で道南ドクターヘ

リ、ヘリポートの除雪用の重機借上でございます。備品購入費２，５８９万２，００

０円の減は患者輸送バスで、昨年患者輸送バスを購入したことによるものでございま

す。負担金補助及び交付金１１７万８，０００円の追加の主なものにつきましては、

道南ドクターヘリ就航経費負担金が１１７万８，０００円の増でございます。操出金

２，０５２万２，０００円の減は、国民健康保険特別会計施設勘定操出金でございま

す。予防費の委託料で５０万１，０００円の増は、健康管理システム改修委託料が４

３万２，０００円の増。がん検診等検査委託料が７１万３，０００円の増。働く世代

の助成支援のためのがん検診推進事業委託料が９２万円の増。これにつきましては平

成２６年度繰越明許費となってございます。 

  ４７ページの方にいきます。 

  ４目母子衛生費、役務費５７万５，０００円の増。内訳としまして、妊婦健康診査

手数料５７万１，０００円の増で、内容としましては、エコー検査開始の増によるも

のでございます。 

  ４８ページにいきます。 

  平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算の概要について。 

  歳入からです。 

  １款、１項、１目一般被保険者国民健康保険税、１節医療給付費分現年課税分１，

０８５万３，０００円の減。３節後期高齢者支援金分現年課税分１２７万１，０００

円の減。５節介護納付金分現年課税分２０５万７，０００円の減となってございます。

２目退職被保険者等国民健康保険税、医療給付費分現年課税分１１４万５，０００円

の減となってございます。 

  ４９ページにいきます。 

  ３款、１項、１目療養給付費等負担金、現年度分２，９３２万８，０００円の減と

なってございます。これは、当初給付見込みによる減でございます。１目財政調整交

付金４３６万４，０００円の減につきましては、普通調整交付金４３６万４，０００

円の減となってございます。４款、１項、１目療養給付費交付金７０７万円の減、現

年度分で給付見込みによる減でございます。５款、１項、１目前期高齢者交付金４，

８５５万６，０００円の増は算定見込みによる増でございます。６款、２項、１目道

財政要調整交付金６２７万２，０００円の減は、普通調整交付金で１２２万８，００

０円の増。特別調整交付金で７５０万円の減となってございます。７款、１項、１目

高額医療費共同事業交付金は算定見込みによる増でございます。２目保険財政共同安

定化事業交付金１億１，００２万円、これも算定見込みによる増でございます。 

 

  ５０ページをお開きください。 
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  ９款、１項、１目一般会計繰入金８５４万６，０００円の増は、職員給与費等繰入

金が１５９万円の増。財政安定化支援事業繰入金が３９５万６，０００円の増。保険

基盤安定繰入金（保険税軽減分）が２００万円の増。保険基盤安定繰入金（保険者支

援分）が１００万円の増となってございます。基金繰入金１，０００万円の減は、当

初財源調整によるものでございます。 

  歳出にいきます。 

  １款、１項、１目一般管理費の主なものにつきましては、役務費が１３８万２，０

００円の増。これにつきましては、通信運搬費が５１万円の増。国保事務共同電算委

託料につきまして、下の委託料から手数料に組み替えになったことにより８３万７，

０００円の増でございます。委託料１１５万５，０００円の減は、システム改修委託

料の減と、先ほど言いました手数料に組み替えになったことによるものでございます。 

  ５２ページをお開きください。 

  下段の方ですけども、２款、１項、２目退職被保険者療養給付費が４００万円の減

となってございます。これは平成２６年見込みを参考にしたものでございます。 

  ５３ページです。 

  ２目高額療養費の退職被保険者高額療養費が４００万円の減。これも平成２６年見

込み参考によるものでございます。３款、１項、１目後期高齢者支援金７５０万８，

０００円の減は、算定見込みによるものでございます。 

  ５４ページをお開きください。 

  ６款、１項、１目介護納付金７９１万９，０００円の減は、国保連合会の通知によ

るものでございます。７款、１項、１目高額医療費拠出金１４４万４，０００円の増

は、これも国保連合会の通知によるものでございます。２目保険財政共同安定化事業

拠出金１億２，１８４万７，０００円の増は、これも候補連合会通知によるものでご

ざいます。８款、１項、１目特定健康診査等事業費の委託料で６９万５，０００円の

減。これにつきましては、疾病予防費と一部組み替えによるものでございます。８款、

２項、１目疾病予防費、委託料の５１万６，０００円の増につきましては、基本健診

委託料が４２万５，０００円の増で、予算の組み替えによるものでございます。 

  ５６ページをお開きください。 

  平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計予算の概要について。 

  歳入です。 

  後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料で主なものにつきましては、１目特

別徴収保険料が７６万５，０００円の減。これは広域連合からの通知によるものでご

ざいます。２款、１項、１目一般会計繰入金が１２８万円の減。これにつきましては、

保険基盤安定繰入金が１１７万円の減となっております。 

  ５７ページ、歳出です。 

  下段の方にいきまして、２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金につきま

しては広域連合からの通知によるもので、２３７万８，０００円の減となってござい

ます。 
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  ５８ページをお開きください。 

  平成２７年度今金町介護保険特別会計予算の概要について。 

  保健事業勘定ですけども、まず歳入です。 

  １款、１項、１目第１号被保険者介護保険料、１節介護給付費分現年度賦課分１，

２２１万円の増。これにつきましては、現年度分で１号被保険者が２１％から２２％

に増えたことによるものでございます。４款、１項、１目介護給付費負担金２９６万

８，０００円の減につきましては、計画給付費の減によるものでございます。２目調

整交付金８２万４，０００円の減につきましても、計画給付費の減によるものでござ

います。５款、１項、１目介護給付費交付金１，１１８万６，０００円の減は計画給

付費の減によるもので、被保険者の負担割合が２９％から２８％になったことによる

ものでございます。６款、１項、１目介護給付費負担金２３８万８，０００円の減は、

計画給付費の減によるものでございます。８款、１項、１目一般会計繰入金４０２万

４，０００円の減の主なものにつきましては、介護給付費繰入金が２０６万９，００

０円の減で、これにつきましても計画給付費の減によるものでございます。基金繰入

金が５４３万５，０００円の減につきましても計画見込みによる減でございます。 

  ６２ページをお開きください。 

  歳出です。 

  ２款、１項、１目介護サービス給付費１，８４８万５，０００円の減は、居宅介護

サービス給付費が１，１７９万円の減。地域密着型介護サービス給付費が２４９万１，

０００円の増。施設介護サービス給付費が８５１万１，０００円の減。居宅介護サー

ビス計画給付費が９０万６，０００円の減が主なもので、これも計画の見込みによる

ものでございます。２款、２項、１目介護予防サービス給付費２９９万１，０００円

の減の主なものにつきましては、介護予防サービス給付費が３６４万３，０００円の

減。介護予防住宅改修費が１３５万７，０００円の増となってございます。２款、４

項、１目高額サービス費３００万円の増につきましては、高額介護サービス費が２９

８万５，０００円の増が主なもので、計画見込みによるものでございます。２款、６

項、１目特定入所者介護サービス費２００万円の増は、計画見込みによるものでござ

います。 

  ６４ページをお開きください。 

  ４款、２項、４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、給料８９万１，０

００円の減につきましては、育児休業による減でございます。職員手当等１７３万５，

０００円の増の主なものにつきましては、嘱託手当２１０万円の増で、歯科衛生士の

追加によるものでございます。 

  サービス事業勘定ですけども、特に大きな増減がありませんので説明を省略させて

いただきたいと思います。 

  私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（上村義雄君） 保健福祉課主幹、山田君。 
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〇保健福祉課主幹（山田 薫君） それでは報告事項、保健福祉医療の状況報告につい

て報告いたします。６９ページをお開きください。 

  今金町の年代別人口を説明しております。 

  下段の人口ピラミッドをご覧ください。 

  ６０から６４歳の人口が最も多く、５年後に本町は高齢者人口のピークを迎える状

況となることが伺えます。 

  ７０ページから７４ページまでは、平成２６年度保健事務事業実施状況の１月末ま

でをまとめております。 

  全体の保健事業推進に関しましては、健康増進計画に基づき実施しておりますが、

加えて今年度新規事業として７１ページの１４番に記載しておりますが、検診関係で

は簡易脳検査事業を実施し、３日間で１１３名が受診しておりニーズの高さが伺われ

ました。 

  感染症関連では、定期接種として高齢者の肺炎球菌ワクチン接種、子どもの水痘ワ

クチン接種が始まりました。また、小児インフルエンザ予防接種助成事業を開始し、

０歳から１５歳まで３１９名が接種しております。また、感染症予防対策事業として

７５ページに活動経過をまとめておりますが、今金町感染対策連絡会議では、研修会

や講演会、手洗い指導や吐物処理講習会などを積極的に取り組むと共に、町民皆様へ

感染症の正しい情報の伝達手段として、メールマガジン等の配信も行っております。

配信内容については７８から７９ページに掲載しておりますのでご参照ください。 

  ８１ページをお開きください。 

  平成２７年度からは新たな感染症対策の取組として、今金町感染対策連絡会議が主

催となり、今金中学校を実践校としてスクールＩＣＴモデル事業を展開いたします。 

  スクールＩＣＴとは、学校内における感染管理を担当するグループという意味です

が、具体的な内容につきましては資料にありますとおり、校内で教頭、養護教諭、学

年代表などにより組織された感染制御チームに対し、感染対策連絡会議がドクターを

中心に講義・実習などの初期教育を行います。 

  講義内容は感染症に関する争論の他、とりわけ学校保健安全法に規定される疾患の

うち、インフルエンザやノロウィルスなど学校の業務遂行に障害を与える可能性の高

いものから始め、１年間で全１０コマを計画しております。また、生徒を対象に学年

単位での手洗いの重要性など感染症の標準予防策について講義・実習を行います。 

  これら初期教育と合わせて、校内における感染症に関する情報伝達のルール化を図

ります。 

  教員チームが八雲感染対策ネットワークや、本町の感染対策連絡会議より正しい情

報をタイムリーに把握し、生徒も含め校内全体にくまなく伝達されることにより、正

しい知識と技術に基づいた標準予防策の徹底から、感染拡大の防止が期待されるとこ

ろであります。 

  この他、連絡会議主催により本年度１１月よりスターしております、町内高齢者関

係施設及び一般高齢者向け肺炎いやいやキャンペーンについてでありますが、スター
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ト以降計画的に進行しており、これまで町内２つの老人クラブにおいて肺炎球菌ワク

チンの講演会、この３月には高齢者施設職員向けの研修会と老人クラブ連合会を対象

に言語聴覚士をお招きし、誤嚥防止の講演会を行う予定であります。 

  これら感染予防対策他、健康増進計画の確実な実践と合わせて総合的に健康の保持

増進を図って参ります。 

  ８２ページ以降は、国民健康保険医療費及び介護保険事業の実績（高齢者及び障が

い福祉関係）の実績をまとめておりますので、のちほどご参照ください。 

  以上で、保健福祉課からの報告を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 先ほど、消防の方での質問で、ドクターヘリのことで頭出し

だけしましたので。 

  どのように取り組むのか、それから現行のそういう事例が発生した場合、その仕組

みというのでしょうか、救急車が行くのか、あるいはどこかで中継するのか、それか

ら受け入れ態勢はどのようになっているのかについて、お知らせを願えればありがた

いと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 先ほど、合同委員会の方で説明するということでしたので。 

〇１０番（山本 豊君） 分かりました。それでは結構です。 

〇委員長（上村義雄君） 費用の部分については４６ページ等で出ているので、そこら

辺りの部分の説明だけ成田課長の方からお願いします。 

  保健福祉課長、成田君。 

〇保健福祉課長（成田光康君） ドクターヘリの運航経費の内訳については私の方から

説明させていただきます。 

  今金町の利用者割としまして、ドクターヘリが出動する回数は８回と想定されてお

ります。この部分の経費につきましては、今金町としまして４１万１，０００円。そ

の他に各町均等割りといたしまして１８０万９，０００円、合計で２２２万円を運行

経費として予算計上しております。その他に冬季のヘリポートの緊急除雪が必要な場

合に合わせて、１２月から３月まで重機を借上げして緊急対応をする予定となってお

ります。 

  以上です。 

〇委員長（上村義雄君） あとの部分については合同委員会でお願いいたします。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 次に、長寿祝金の件についてお伺いをします。 

  一般的には年齢で言いますと、女性の方は８６歳まで、あるいは男性は８０歳まで

という長寿社会になっています。したがって、８０歳ですからお祝いということには、

既にならないのかなという感覚があります。これは町長が政策で行っているものです
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から、政策というものはずっと継続するものではないという認識を持っています。い

つかの時点でこれは健康で長生きしてもらうという方々に対する、そういう祝金でし

ょうから。 

  あわせて思うのですが、ずっと病院にかかっていらっしゃって、ある意味大変な思

いをしながら自分の命を全うされている方、あるいは健康で家族や町にご迷惑をかけ

ないで一生懸命自分の自助努力で健康に生きている方、およそそこら辺の判断基準が

あってもいいのではないかという気がいたしますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 委員の仰ったように、これは政策事で進めている部分であり

ます。 

  ただこの間、行政改革等々の中でも揉まれ、そして政策事業という形の中では一定

の時限を設けた中で都度３年なり５年、物によっては１０年という部分もありますけ

ども、点検・見直しをかけるという部分も謳われて進めてきております。 

  この事業につきましても、途中減額という形の中で一度精査されている部分があり

ます。将来においてはいずれまた検討を加えなさいとうことが付いております。 

  いま現段階において委員からいろいろとありました。これらについても私共の頭の

中にもよぎるものがございますが、昨今のこの長寿の中において８０歳が長寿なのか、

８０歳、８８歳、そして１００歳という形で、いまお祝いを申し上げておりますが、

これがどのくらいまでが、どの金額がとかいう部分については、今後十分検討しなが

らまたご提案も、ご相談も申し上げなければならない部分だと思っておりますので、

今の現段階において、２７年度予算については従前どおりの予定で予算を組ませてい

ただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） その仰っていることも良く分かるのですね。 

  予算を計上したからお願いしますということではなく、時として決断をなさること

もやはり大事なのかなと。これは何故かというと、それは違うという大多数の町民の

声があれば、たぶん議会もそういう思いがあるのかなという認識があれば、思わぬこ

とが起きるかなという想定があります。ですから計上しましたからどうしてもという

ことではなく、検討するという表現で行かれた方がよろしいのではないかと。フォロ

ーするという意味ではありませんよ。これは執行する側としてはそういう思いがある

のでしょうけども、税金を使っていただくという町民側からすると、果たして良いの

かなという疑義が残るという思いがありますから、あえて申し上げました。あとのご

判断はそちらにお任せをします。 

〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 誠にありがたいお言葉なのかなというふうに理解をしており

ます。この手の扶助費の関係になりますけども、ある程度周知なり頭出しをして、そ

して住民の方にもそれなりに、こういうことで検討している部分が流れていくような

中で、できればソフトに進めたいというのが私共の頭にある訳であります。ですから、
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３月に平成２７年度の骨格とはいえ予算をお願いしている部分であって、いま委員の

仰ることは十分噛み締める部分ではありますけども、早々に減額しますとか、どうし

ますという結論に至れる部分ではございませんので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。 

  以上で、保健福祉課の質疑を終わります。 

  次に、介護老人保健施設より説明をお願いいたします。 

  事務長、太田越君。 

〇介護老人保健施設（太田越宣晴君） それでは説明事項の１番、今金町総合福祉施設

の設置及び管理に関する条例改正について。訪問看護ステーション関連の条例改正で

ございます。 

  訪問看護ステーションにおきましては平成２４年度に休止届を行い、事業所の更新

時期に伴い平成２６年度には廃止届を提出しており、ほぼ１年が経過しようとしてお

ります。この間、再開が見込めないことからこの度訪問看護ステーションに関する摘

要除外条例を追加しようとするものでございます。 

  ２ページの下段にある５４条でございます。 

  また、訪問看護事業においては将来的に再開される可能性がございますので、総務

財政課とも協議・調整し、削除条例でなく５４条の適用除外条例を追加として取り扱

わせていただきました。 

  また、その他における改正においては３ページです。 

  新旧対照表にありますように、法適用の年数記載漏れと国の法律要項の変更による

改正でございます。 

  以上がこの度の条例改正の内容でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続いて説明事項２番、平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算第４

号について、概要を申し上げます。 

  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、既定の予算の総額から収入支出それぞれ２１７

万２，０００円の減額し、予算の総額を収入支出それぞれ３億８，０９９万８，００

０円にしようとするものでございます。 

  なお、詳細は予算内訳にて申し上げます。 

  ５ページをお願いします。第４号の内訳について説明いたします。 

  収益的収入で、事業収益は施設サービス費で２３０万４，０００円の増額、自己負

担金で３２万８，０００円の増額はそれぞれ精査による増額で、内訳は記載のとおり

でございます。 

 

  事業外収益では、他会計補助金で一般会計補助金４８０万４，０００円の減額は、

財源調整によるものでございます。 
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  収益的支出では、給与費２９万８，０００円の減額は給与改正と精査による減額・

増額で記載のとおりでございます。材料費の５万１，０００円の減額は薬品費７１万

９，０００円、医療消耗品９万２，０００円、食材材料費４万円の減額で、精査によ

る減額でございます。経費１０２万３，０００円の減額は消耗品費２８万１，０００

円、委託料５４万５，０００円、雑費１９万７，０００円の減額で、実施精査による

もので内訳は記載のとおりでございます。 

  この度の補正予算の議案に、平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計キャッ

シュフロー計画書が添付されていると思います。これは本年度より国、道の指導によ

り公営企業会計制度に基づいた予算配備をさせていただいております。本会議の資料

の方に添付されています。予算書の参考資料にこの計画書を添付くださいますようお

願いいたします。 

  既に国保病院は施設勘定予算書には添付されていますが、老健においてはこの計画

書が配備されていないため、この度追加添付をお願いいたします。 

  なお、予算執行においては何ら支障はございません。参照資料としての添付でござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上が、この度の補正予算第４号の内訳でございます。ご審議くださいますようお

願いいたします。 

  続きまして、説明事項３番の平成２７年度介護老人保健特別会計予算案の提案理由

を申し上げます。７ページをお願いします。 

  業務の予定量は入所・通所者定員、入所８０人、通所１０人。療養介護者数は、一

日平均入所者数を前年より１名減の７３人に、延２万６，６４５人に。通所では一日

平均通所者数を前年より１名増の６人に、延１，４７０人にしようとするものでござ

います。 

  収益的収入及び支出の予定額は、収入支出それぞれ総額３億６，５６８万８，００

０円にしようとするものでございます。詳細につきましては、予算内訳において申し

上げます。 

  ８ページをお願いします。 

  収益的収入ですが、施設運営事業収益は３億６，５４０万５，０００円で、事業収

益２億９，５８５万６，０００円は、施設サービス費２億４，２７６万９，０００円

で、内訳として、入所サービス費２億３，３２４万６，０００円、対前年比１７２万

２，０００円の減は、平均見込み者数の減によるものでございます。通所者施設療養

介護費９５２万３，０００円、１５４万２，０００円の増は、平均見込み者数の増に

よるものでございます。連動いたしまして、自己負担金４，９７０万４，０００円、

内訳は、入所者自己負担金で４，７５６万８，０００円、前年比９７万９，０００円

の減。通所者自己負担金２１３万６，０００円、３７万４，０００円の増でございま

す。内訳は記載のとおりでございます。 

  その他事業収益は３３８万３，０００円でございます。 

  事業外収益６，９５４万９，０００円は他会計補助金で、一般会計補助金６，８１
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３万５，０００円、対前年比１，３５７万８，０００円の減は、財源調整によるもの

でございます。 

  ９ページをお願いします。 

  その他事業外収益は、各種使用料外で１３８万９，０００円。受取利息配当金は預

金利息で２万５，０００円でございます。訪問看護事業収益は２８万３，０００円で、

事業外収益で一般会計補助金でございます。 

  続きまして１０ページお願いします。 

  施設運営事業費用は３億６，５４０万５，０００円で、内訳として、事業費用３億

５，６５２万２，０００円は、給与費２億４，８３５万７，０００円で、給料１億８

３７万８，０００円、対前年比５９９万１，０００円の増。手当５，２７５万円、１

６３万１，０００円の増は看護師１名の増員を見込んでおります。 

  次のページです。 

  賃金１，６２２万１，０００円、３７８万１，０００円の減は、臨時看護師の減員

によるもので、先ほどの給料で増員を見込んでおります。法定福利費５，７８４万８，

０００円、２２０万９，０００円の増。賞与等引当金繰入金１，３１６万円、１２０

万円の増でございます。内訳は記載のとおりでございます。材料費７５９万４，００

０円は、内訳として、薬品費６３７万５，０００円、診察材料費６万円、食材材料費

１０万円の増としております。これは給食委託における実食数以外のキャンセル分や、

行事賄費でございます。医療消耗備品費１０５万９，０００円で、他は対前年同額で

ございます。経費８，８１６万９，０００円は、内訳として、厚生福利費９２万４，

０００円、報償費５万９，０００円、普通旅費１６万円、職員被服費は平成２６年度

介護職員のユニフォームが更新されましたので、１３９万４，０００円の減で２１万

５，０００円でございます。消耗品は７３０万６，０００円、消耗備品費６９万７，

０００円は実施精査によるものでございます。光熱水費６１４万２，０００円は電気

料、水道料が記載のとおりでございます。燃料費８５１万５，０００円、食糧費９万

円、印刷製本費１９万９，０００円、修繕費１１７万１，０００円は、実績に基づい

たものでございます。保険料３６５万５，０００円は臨時看護師の減によるものです。

賃借料８０万３，０００円はレントシステム及び介護給食支援システムリースの終了

による減でございます。通信運搬費８万８，０００円、委託料５，６３８万９，００

０円の内訳は、記載のとおりでございます。 

  次のページです。 

  諸会費１０万８，０００円、交際費３万円、他科受診料９６万円は同額です。雑費

６１万８，０００円は実績によるものでございます。研究・研修費１１６万８，００

０円は、旅費９２万８，０００円は２年前の学会研修会出席によるもので、３５万５，

０００円の増でございます。図書費６万円、研修負担金１８万円でございます。減価

償却費９０６万２，０００円の内訳は、建物減価償却費の器械備品減価償却費が平成

２６年で終了のための減でございます。器械備品減価償却費２１２万４，０００円で

ございます。資産減耗費４万８，０００円は固定資産除去費でございます。 
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  次のページです。 

  事業外費用８８８万３，０００円は支払利息及び企業債取扱諸費で、内訳として、

企業債利息８８６万５，０００円、一時借入金利息１万８，０００円でございます。

また特別損失の手当は平成２６年度のみの計上で、今後はございません。訪問看護事

業費用は２８万３，０００円で、事業費用の減価償却費１４万５，０００円と、事業

外費用企業債利息１３万８，０００円でございます。 

  次に、資本的収入及び支出でございます。 

  資本的支出２，３６０万８，０００円は建設改良費の介護用備品購入費６５万円で、

企業債償還金２，２９５万８，０００円でございます。 

  資本的支出の補てん財源ですが、資本的支出の不足額２，３６０万８，０００円は

資本的支出と同額で、損益勘定留保資金でございます。 

  続きまして報告事項の１、利用状況でございます。 

  平成２６年度１月期までの介護保険施設の利用状況ですが、右側の計で、４月から

１月期で２万２，５０３人、対前年比７２名の増。うち平均在所者数は７３．５人、

対前年比で０．２人の増でございます。通所利用者は４月から１月期で１，３４３人、

対前年比２２３人と大幅な伸びであり、新年度でも増員を見込んでおります。平均日

通所者数６．６人、対前年比１．１人の増でございます。 

  次のページです。 

  施設収支状況でございます。４月から１月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）２億４，１４２万５５６円、事業外収益（２）

１４４万９，１３７円、合計２億５，２８６万９，６９３円、Ａでございます。対前

年比２３１万９，６０８円の増でございます。 

  下段において、事業費用（３）２億５，９４４万２，４３８円、事業外費用（４）

４９１万４，９５５円と、下段の特別損失１，１９６万円の合計で、２億７，６３１

万７，３９３円、Ｂです。対前年比１，１３４万８，３９３円の増となっており、丁

度特別損失分が増額となってございます。 

  純利益は収支で９０６万５，０７１円の減となっております。 

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

いいたします。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  よろしいですか。 

  ないようですので、以上で、介護老人保健施設の質疑を終わります。 

  次に、国保病院より説明をお願いいたします。 

  事務長、杉山君。 

 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは国保病院から、説明事項３件、報告事項１

件について説明をいたしますが、資料にはございませんけども、これら補正予算、新
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年度予算にも関連がありますので、今後の医師の状況、それから病院における診療の

計画等について冒頭でご説明を申し上げます。 

  平成２５年度末をもって札医大からの派遣が切れたことから、平成２６年度につき

ましては常勤医師４名という体制で本日まで運営をしてきました。この間、欠員とな

っておりました内科、特に診療科でいきますと、内視鏡のできる先生というところに

つきましては、常勤の確保に努めて参りましたがなかなか見つからず、これまでに非

常勤の先生や八雲総合病院の協力のもとに、なんとか内視鏡のカメラの検査だけは継

続してきた状況でございます。 

  このような状況の中で、この３月末をもって馬場副院長が退職ということになって

おります。この部分の欠員につきましても、本日までも継続して常勤医師、特に外科

医師の確保について努力をしているところでございますけども、今、現在常勤医師、

それから非常勤というものも含めて確保ができていない状況であります。 

  これらのことから、４月当初からは常勤医師が３名、この内０．８人工については

老健の勤務ということになりますので、実質２．２人という体制でスタートをしなけ

ればならないという状況になっております。 

  こういったことから、特に夜勤の部分ですね、当直の部分について３日に１回３２

時間連続勤務ということが各先生に起こり得るということで、非常に負担が大きくな

ってきます。これらの部分についても、幾分なりかも解消したいということで、常勤

それから夜勤のできる非常勤の先生というところで、本日までいろいろと努力をしま

して、内科の医師ではございますけども、当直を含めて月曜、火曜日ということで勤

務いただける非常勤の先生を１名確保したところでございます。勤務につきましては

来週の３月９日から早速勤務をしていただくことになりますが、３月、４月、５月６

月の４ヶ月間については、当面月２回の勤務。７月以降毎週勤務ということで確保し

たところでございます。 

  また、消化器医師それから外科の部分につきましては、継続して様々な場面や団体、

それから民間の紹介事業者を通しながら幅広く確保に向けて、継続的に対策を組んで

いきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  それから、今まで長年うちの病院で、過去には月２回、昨年の夏からは医師不足と

いうことで月１回になりましたけども、吉田眼科病院が眼科診察を行っておりました。

ここの部分につきましても４月以降ですね、吉田眼科自体の医者が減るということで、

今までせたな線、せたな町立今金国保それから長万部町立という形で出張診療を３ヶ

所やっていたのですけども、この３つ全てにおいて出張診療が困難になるということ

でご連絡をいただきました。状況としてやむを得ないものというふうに判断はしてお

りますけども、このことによりまして４月から眼科外来が休止ということになります

ので報告をしておきます。 

   

  続いて、資料の説明につきましては川崎主幹の方から行いますので、よろしくお願

いします。 
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〇委員長（上村義雄君） 主幹、川崎君。 

〇国保病院主幹（川崎妙子君） それでは説明事項１、今金町国保病院使用料及び手数

料条例の一部を改正する条例案について説明をいたします。 

  資料１ページをご覧ください。 

  国保病院における入院患者様への看護につきましては、看護師、看護助師により完

全看護を原則としておりますが、入院患者様の病状や容体によってはご家族の付添が

必要となるものがございます。これまで付添者用に寝具の貸出は行っておりますが、

床に直接寝具を敷くこととなり付添者の身体的負担も大きいことから、新たに付添者

用ベッドを貸出ししこれに伴う付添者用ベッド使用料を定めるものでございます。 

  改正内容につきましては２ページの新旧対照表をご覧ください。 

  各種使用料を定めた別表第１の寝具使用料の次に、新たに付添者用ベッド使用料を

加えその使用料を１日１００円とするものでございます。使用料の算定にあたりまし

ては、簡易ベッド購入経費に対して原価償却期間８年をもって割り返した結果、年間

の償却費用が約３，０００円となりますので、利用日数を年間３０日程度と見込み１

日１００円としたところでございます。 

  続いて説明事項２の、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算

第４号について、その概要を説明いたします。 

  今回の補正につきましては、業務の予定量を、（１）年間患者数では入院を７，８

４８人に、外来を２万３，７１２人に。（２）一日平均患者数では入院を２１．５人

に、外来を９６．８人に変更しようとするものであり、４月から１月までの実績から

見込んだものでございます。（３）主要な建設改良事業では、それぞれ額の確定に伴

う変更でございます。 

  次に収益的収入及び支出の補正では、既定予定額から収入支出それぞれ９９１万８，

０００円を減額し、予算の総額を収入支出それぞれ７億９，２４９万７，０００円に

しようとするものであり、実績見込みによる精査でございます。 

  資本的収入及び支出の補正では、資本的収入において１３８万円の追加で、医療機

器購入に対する国民健康保険特別調整交付金であり、資本的支出において１９５万３，

０００円の減額は実績精査によるものでございます。 

  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では、（１）職員給与

費で２２８万４，０００円、（２）交際費で３０万円、それぞれ減額でございます。 

  他会計からの補助金の補正では、８５２万円を８５３万５，０００円に。 

棚卸資産購入限度額の補正では、６，７４８万４，０００円を、６，４７９万８，

０００円に改めようとするものでございます。 

  以上、概要を申し上げました。 

  続けて補正の内容の主なものについて、説明をいたします。 

  ４ページをお開き願います。 

  収益的収入から説明をいたします。 

  １項医業収益では入院収益で１，８４９万９，０００円の減額、外来収益では７０
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９万円の減額で、それぞれ年間患者見込数、一人当たり収益見込の精査によるもので

ございます。その他医業収益において７１万１，０００円の減額は、各種予防接種検

診等の実績見込みによる精査でございます。 

  次に５ページになります。 

  ２項医業外収益では他会計補助金で２３７万２，０００円の追加は医師、看護師確

保対策等に係る国保調整交付金であり、他会計負担金において１，４５０万４，００

０円の追加は一般会計負担金で、財源調整でございます。 

  続いて６ページ、収益的支出について説明をいたします。 

  １目給与費において２２８万４，０００円の減額は育児休業による給与等の減額が

主なものであり、２目材料費で２６８万６，０００円、３目経費で４４８万８，００

０円のそれぞれの減額は、実績精査によるものでございます。また、常勤医師の当直、

診療等に係る負担軽減を図るため、３月９日から勤務可能な非常勤の内科医師１名を

確保したことから、賃金、旅費交通費で所用の予算を計上しております。 

  次に資本的収入及び支出について説明をいたします。８ページになります。 

  資本的収入の、１目他会計補助金において１３８万円の追加は医療機器購入に係る

国保特別調整交付金であり、資本的支出のリース資産購入費、建物改修費それぞれの

減額は執行残でございます。 

  不足する資本的支出の補てん財源については、３３３万３，０００円を減額し、補

正後の額は３，０３５万１，０００円となります。 

  続いて、説明事項３の平成２７年度今金町国民健康保険施設勘定予算案について概

要を申し上げます。９ページをご覧ください。 

  業務の予定量では、年間患者数を入院で８，３９５人、外来で２万５，２３５人。

一日平均患者数では入院で２３人、外来で１０３人を見込んだところでございます。 

  主な建設改良事業は、医療用器械器具購入で７８万３，０００円、管理用器械器具

購入で３１５万６，０００円、給食用器械器具購入で７９万８，０００円、リース資

産購入で８９４万１，０００円でございます。 

  収益的収入及び支出の予定額においては、収入の１款病院事業収益で７億７，２０

９万６，０００円、内訳として、第１項医業収益で４億１，５７４万５，０００円、

第２項医業外収益で３億５，６３５万１，０００円でございます。支出の１款病院事

業費用で７億７，２０９万６，０００円、内訳として、第１項医業費用で７億６，９

４１万６，０００円、第２項医業外費用で２３８万円、第３項特別損失で３０万円で

ございます。 

  続いて１０ページになります。 

  資本的収入及び支出の予定額は、資本的支出において２，５２５万３，０００円、

内訳は、建設改良費１，３６７万８，０００円、企業債償還金９４１万５，０００円、

奨学金貸付金２１６万円でございます。なお、資本的収入についてはございません。 

  資本的支出に対し不足する額２，５２５万３，０００円は、内部留保資金で補てん

をいたします。 
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  一時借入金の限度額は６，０００万円と定め、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費については、（１）職員給与費で４億７，６３７万１，０００円、（２）

交際費で９０万円でございます。 

  他会計からの補助金は８７３万４，０００円。 

  棚卸資産購入限度額は６，０４５万５，０００円と定めるものでございます。 

  以上、概要を申し上げました。 

  続けて、予算の主な内容について説明をいたします。 

  始めに１１ページ、収益的収入から説明をいたします。 

  入院収益では２億６４万円、対前年度比３４６万８，０００円の減。外来収益では

１億７，７６５万４，０００円、対前年度比２０１万４，０００円の増。その他医業

収益では３，７４５万１，０００円、対前年度比１６万７，０００円の減としたとこ

ろでございます。 

  続いて１２ページになりますが、医業外収益では３億５，６３５万１，０００円、

対前年度比２，０８１万６，０００円の減とし、その主な要因は他会計負担金で、昨

年度公営企業法の改正により初年度限りとして賞与引当金、繰入金に係る特別損失を

計上したためでございます。 

  次に収益的支出について説明をいたします。１３ページになります。 

  医業費用において、７億６，９４１万６，０００円で、対前年度比９５万５，００

０円の増で、内訳としまして、給与費３８９万５，０００円の減は医師数の減少に伴

う給与費等経費の減と、非常勤医師、臨時看護師に係る賃金等の増であり、材料費に

おいて７２９万６，０００円の減は、過年度実績等からの見込みでございます。経費

において８２１万円の増は、１４ページになります賃借料で非常勤医師、臨時看護師

等の保険料、送迎に係るタクシー、看護師用住宅借上料等の増。１５ページになりま

すが、平成２６年度新規にリースしましたナースコール医療機器等に係る、リース資

産原価償却費分の増でございます。 

  続いて１６ページになります。医業外費用では２３８万円、対前年度比１０万４，

０００円の減。特別損失では３０万円、対前年度比２，３２８万８，０００円の減で、

先ほど触れました前年度期末勤勉手当に係る特別損失分でございます。 

  続いて資本的収入・支出について説明をいたします。資料の１７ページになります。 

  資本的収入について予算計上はございません。 

  資本的支出については、１項の建設改良費で１，３６７万８，０００円、対前年度

比５１９万１，０００円の減。２項企業債償還金９４１万５，０００円。３項奨学金

貸付金２１６万円で、２７年度における奨学金の貸付計画はいずれも継続として看護

師２名、作業療法士１名を見込んでおります。 

  資本的支出の不足額２，５２５万３，０００円は、損益勘定留保資金をもって補て

んすることといたします。 

  平成２７年度に整備が予定されている備品とリース物件につきましては、１８ペー

ジ、１９ページに概要を記載しておりますので、のちほどご覧ください。 
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  以上で、平成２７年度予算案の説明をいたします。 

  報告事項１、平成２６年度収支報告につきましては２０ページからになりますので、

のちほどご覧ください。 

  以上で、今金町国保病院所管の説明といたします。 

〇委員長（上村義雄君） 委員会終了まで、時間がきても引き続き行いますので、了承

願いたいと思います。 

  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。 

  山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 山本です。 

  ドクターヘリが就航することで、一朝有事の医療が避けられるかなという安堵感が

あったのですが、いま説明をお伺いすると、ややもすると医療難民というそういう表

現が使われてしまうのかなという、そういう危惧を覚えました。 

  担当する方々が、それぞれ一生懸命努力をされている結果なのでしょうが、昨年ま

では取りも直さず看護師さんが不足のために、それぞれの対応ができないという、１

３対１という数字を示されておりましたが、いかんせんそういう状況を町民の皆さん

が目の当たりにすると、少し残念という気持ちにならざるを得ないと思っております。 

  いまいくら言っても仕方がないことでしょうが、喫緊の課題ですから取りも直さず

早急な対応をなさるように切にお願いをしたいと思います。特に眼科の派遣までなく

なるということですから。眼科さんは患者バスが現地まで来てくれるという話を聞い

ていますけども、喫緊の課題は内科、外科の心配がされる訳ですから。このすえから

何ヶ月間かはそういう対応がなされるのでしょうが、その後の見通しなんかについて

は、どうなっているのでしょうか。 

〇委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） まず看護師につきましては引き続き正職員の採用が

なかなか見込めないということで、短期の雇用あるいは派遣という形でなんとか必要

最低限の人数については、この４月以降も確保できるということで見込んでございま

す。 

  そういった中で、いま看護配置基準につきましては１０対１をなんとか病棟の方で

は取れる状況ということになってございます。これは人数だけではなくて、いろいろ

と平均在院日数だとか様々な要件がある中で、なんとか全てが揃ってきたということ

で１０対１という配置を取らせていただいております。 

  それから医師のことにつきましては、我々も鋭意努力をしているところでございま

す。北海道の医療振興財団や全国自治体病院協議会、それぞれの機関での求人やある

いは民間の業者、それから道内の札幌医大を始め医育大学、こういったところの調整、

それから北海道が中心となって行っております医師確保対策、この調整機能にも載せ

ていただきながらなんとか、まずは常勤医。叶わなければ非常勤でもという形で幅広

くお願いをしております。 
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  この他にも３次医療圏の中核病院であります、私立函館病院の方にもスポット医師

の応援だとか、様々な形でお願いはしているところでございますけども、何件か業者、

振興財団から問いかけはあるのですけども、最終的に位置的な条件であったり給与面

であったりというところで、まだ具体的な話には進んでいないところも事実でありま

すが、１日も早く医師確保に向けて今後とも努力をしていきたいと思っておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） あえて言いますけども、人口減少ということが巷でいろいろ

と言われております。私の同級生等々もそれぞれ仕事をお辞めになって帰ってきてい

るのですが、一番の心配は何かというと、私含めて高齢なものですから、あすの医療

が心配だという話をされます。そうしてきている方々も月に一度は前任地の方、前に

住んでいた方に薬をもらいに行ったり、診療を受けに行くという形を取っている方が

何人か居ます。いわゆる過疎地に住んでいて何が不安かというと、あすの暮らし、あ

すの命ということ。これは皆さんも共有することですからなおのことですが、新規就

農とか新規就労とか言うより以前にやはり最重点でここに取り組まなければ、あすの

安心・安全が守れないということになっては、やはり自治の責任ですから。もちろん

議員も含めてですよ。そういうことに注意をしながら、皆さん方に頼るばかりでなく

それぞれ今金に住んでいる方でも医療関係の身内が居たり、いろいろなことがあるの

ですよきっと。そこら辺にまでウイングを広げて早めの対応をすることが大事かとい

う思いがあるのですが、そこら辺についてはそういう手立てをする覚悟はおありでし

ょうか。 

〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 事務長も冒頭申しましたように、私が町長就任になってから、

いま山本委員が仰ったようなことをベースにして、何よりも医療の確保が最優先され

るということから、いろいろなところにお願いをしながら５名体制まで持ってきた経

過がある訳であります。そのことも含めていろいろな住民の方はもとより、今金町に

様々な施設がある訳でありまして、施設を利用されている方々の親御さんにしまして

も、今金町に自分たちの子ども、家族が来られることの安心感も当然出てくるだろう

ということから、最優先課題として今日まできたわけですが、なかなかせっかく来て

いただいたという部分を含めても定着ができないという状況の、それぞれの理由があ

る訳であります。この間、そういうことでいろいろ苦慮をしてきている訳でありまし

て、先ほど事務長が言ったところの施設・機関については、私も出張の折、顔を出し

たりお願いをしたりして、情報なんかはあまり多くはない訳でありますけども、少し

情報があってもなかなか折り合いがつかない状況もある訳であります。それは例えば

の話を先ほど事務長も言った訳でありますけども、例えば、看護師については給料体

系の問題もある訳であります。これは医療職と一般行政職の様々な要因だとか、しか

しながらそこだけ特化して手厚い手当で行えるかということについては、また役場全

体の内部の中での問題・課題もクリアしていかなければならないということがあった
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り、お医者さんにつきましても部分的には相談しながら対応している部分がある訳で

ありますけども、総体的にどういう形をとっていくかと。現在おられる先生の調整な

んかも含めて考えていくということの、いろいろと情報をいただいているところとの

調整と、あるいは希望している先生の折り合いがまずは相対で話ができる環境までく

ると私もセッティングできる要素がある訳でありますけども、そこまで情報が、まず

お互いの中間に入っている方の調整が取れない段階で、断念せざるを得ないというこ

とも多々ある訳であります。いずれにいたしましても数多く当たって、数多くの情報

をいただきながら確保していくということに努めていかなければ、黙っていても明ら

かに来ない訳であります。先ほど言ったところの他に、私もいろいろな町長方と会う

たびに、病院の問題あるいは医師の問題、看護師の問題等々を含めた話をして、お互

いに情報を共有しながら共同で動こうとか様々なこともしている訳でありまして、そ

の辺を含めてやはり町長自らが動いて、確保するための道筋をきちんと付けていかな

ければいけないとういうことが使命としてある訳でありますから、今後におきまして

もそういう考え方を持ちながら取り組んでいかなければ、私は医療にかかわる様々な

職員の確保については、そういう努力をしていかなければいけないという理解に達し

ていることについてもご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（上村義雄君） 他にございませんか。 

  ないようですので、以上で、国保病院の質疑を終わります。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして、何かありませんか。 

  先ほど副町長から、合同委員会に提案したいという部分がございました。 

  議案第２号、３号、６号、１０号、１１号、１４号の部分については、合同委員会

で総務厚生所管の方からの部分で提案ということで行いたいと思います。 

  これは議会運営委員会に諮って進めるようにしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆さんにはご出席ありがとうございました。 

  時間があまりないので、休憩はしないで引き続き進めたいと思います。 

 

    ◎その他 

〇委員長（上村義雄君） 委員の皆さんから何かありませんか。 

  事務局からお願いします。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） ごくろうさまです。 

  それでは、事務局の方から連絡ということであります。 

  本日、５時４５分から八千よにおきまして、理事者との懇親会を開催いたしたいと

思います。 

  なお、本委員会においては今金消防署山口署長と末広主幹が３月末日をもって退職

されます。本会では送別会を３月１２日を予定しておりますので、改めて送別の宴と



- 52 - 

 

はいたしません。委員長の方からあいさつの中で、その部分に触れていただきますけ

ども、そういうセレモニーは行わないということでご了承をいただきたいと思います。 

  ３月１２日木曜日であります。まだ議運の方で日程が決定しておりませんけれども、

３月定例会の３日目でありますけれども、閉会する、しないに関わらず理事者との懇

親会を開催したいと思います。時間については、５時４５分、由浅食堂となっており

ます。このときに、３月をもって退職されます山口消防署長、末広消防署主幹の送別

会を兼ねて開催となりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、主幹で退職する中島主幹がおりますけども、本人の方から辞退の申し出があ

りましたので申し添えます。 

  皆さんの方に、行事予定表をお配りしております。 

  ２６日の関係ですけども、皆さんの方に個別に通知がいくと思いますが、職親会の

「就労自立を励ます会」が１８時３０分から由浅食堂であります。この予定表には入

っておりませんけども、通知がいきますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  なお、光の里の方からは参加者の取りまとめということでお願いされておりますの

で、もし、きょうわかればそのときに。議会のときまでというのであれば、そのとき

で結構でございますので、出欠をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（上村義雄君） それでは以上で、本日の委員会はこれをもちまして閉会とい

たします。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会 １７時１８分 
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