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平成２７年 今金町総務厚生常任委員会 

 

平成２７年６月９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 平成２７年所管事務調査について 

  ６ その他 

    ①第５次今金町総合計画後期計画策定審議会委員の指名について 

    ②全道議会議員研修会後の視察について 

    ③総務厚生常任委員会行政視察について 

 

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） 

 

    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 

    総 務 在 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 

    税 務 住 民 課 長            西   勝 明 君 

    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 

    国 保 病 院 事 務 長            杉 山 輝 希 君 

    国 保 病 院 主 幹            川 崎 妙 子 君 

    介護老人保健施設事務長            太田越 宣 晴 君 

 

〇出席事務局職員 

    議 会 事 務 局 長            柏 田 泰 明 君 

    議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時２８分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） こんにちは。 

  きょうは改選後初めての総務厚生常任委員会となります。 

  不肖、わたくしが委員長を仰せつかりました。 

  皆さんのご協力をいただきながら、この責務を務めさせていただきたく、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  さて、今年は雪解けが早く、また４月・５月と天候にも恵まれ農作業も順調に進ん

でいるところであります。豊穣の出来秋を迎えることを望んでやまないところであり

ます。 

  本日は、６月定例会に向けて理事者側の説明を受けるとともに、実態調査に、向け

た協議を行うこととなっております。 

  よろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 町長が出席しておりますので、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。 

  総務厚生常任委員会に際しまして、私の方から一言あいさつを申し上げさせていた

だきたいと思います。 

  いま、川上委員長の方からありましたが、新たな常任委員会がスタートするわけで

あります。改めまして、私の方からもよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  ご承知のとおり、少し外壁工事で視界が閉ざされている状況にあるわけであります

けども、この工事にあたりましては業者の方にも十分に迷惑をかけておりまして、執

務中取り分け会議等々含めてその間の工事を休んでいただいて、配慮していただいて

いると。工事業者としては速やかにやりたいという部分もあるわけでありますけども、

非常に工期が長く、１０月頃までかかるということでありますので、この間、いろい

ろな面でご迷惑をかけると思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

  私の方からは情勢等々を含めてあいさつをさせていただきます。 

  政府の経済財政諮問会議におきまして、町交付税の検討が行われております。業務

の民間委託、歳出削減努力、広域連携、公共施設の再編集約、事業の効率化等につい

て地方自治体の取り組みが交付税配分に影響を与えるとした見解が、情報として出さ

れていたところであります。私の方も新聞でこのことを入手したわけであります。既

に、そのような視点からいままでも健全性を保つ財政運営に努めてきているところで

ありますが、現況の各種事務・事業におきましても更なる取り組みを進めて参りたい
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と考えております。 

  自治体運営におきましては、当面課題そして時代に対応した取り組みと将来を見越

した運営を行うことが求められ、国の制度、政策に左右されることと、その制度、政

策をどう取り組んでいくかが重要となります。この間、行政執行者としてもそのこと

を認識し、様々な計画に活かして取り組んできているところであります。 

  今金町は、総合計画後期計画の策定を通じて新たな道筋を付ける重要な局面を迎え

ており、加えて地方創生今金版計画にも取り組んでいかなければなりません。このこ

とから、各計画と事業の総合調整機能を高めるための機構とするために、本議会に条

例改正の提案をしているところであります。改正後の議会であり、急がれる重点政策

の提案と実施については企画作成は終えていますが、関係機関との調整を残している

ことから常任委員会において頭出しをさせていただく部分もございますけども、９月

定例会には予算提出を予定している事案があるわけでありますので、その節にはどう

ぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  なお、本常任委員会所管事務の国民健康保険税率につきましては、先般、国民健康

保険運営協議会からの答申を受けて、前年度に引き続き税率を据え置くことで予算処

置をいたしたいことと、医療費増高時に備えての国保財政の安定運営のため、一般会

計から２，８００万円の繰り入れを行い、基金確保をいたしたく予算提案しておりま

すので、ご審議を賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

  なお、この後、所管から提出議案の説明を行いますので、ご審議賜りますよう、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎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、

これより総務厚生常任委員会を開会いたします。 

  ６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。 

  それではご説明申し上げます。 

  平成２７年第２回定例町議会に提案を予定しております事案につきましては１３

件であります。 

  その内訳につきましては、同意案件が３件、新たに条例を制定しようとするものが

１件、過疎地域自立促進市町村計画の変更が１件、平成２７年度の一般会計を始め各

特別会計での補正予算が８件、合計１３件であります。 

  それでは、同意第１号より議案第２号まで、順次提案理由を申し上げます。 

  議案第３号以下一般会計外特別会計の補正につきましては、省略をさせていただき

ます。 

  同意第１号、今金町副町長の選任についてであります。本年６月３０日をもって副

町長職が任期満了となることから、地方自治法の定めにより副町長の選任について議
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会の同意を求めるものであります。 

  同意第２号、今金町教育委員会教育長の選任についてであります。教育委員会教育

長の辞職に伴う後任の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の定めにより議会の同意を求めるものであります。 

  同意第３号、今金町教育委員会委員の任命についてであります。教育委員会委員の

辞職に伴う後任の任命について、地方教育行政法の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律の定めにより議会の同意を求めるものであります。 

  議案第１号、まちづくり総合戦略室設置条例制定についてであります。昨年末に国

で閣議決定されました、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき人口減少の克服、

地方創生の推進など喫緊の課題を抱える中にあって、町としても全力でこの課題に取

り組み、その実現に向けた重点施策を強力に推し進める体制とするため、本町行政組

織に新たに室を設置しようとするものであります。 

  議案第２号、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてであります。総合

体育館建設事業の登載名の変更、今金小学校屋内運動場等吊天井改修事業及び森林管

理道住吉支線開設事業を新規に過疎計画に登載し本計画を変更するため、過疎地域自

立促進特別措置法の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  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。 

 

    ◎各課説明事項 

〇委員長（川上絹子君） これより各課説明事項についてを議題とします。 

  始めに総務財政課より説明願います。 

  総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 総務厚生常任委員会総務財政課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（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事項３件、報告事項３件からとな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは１ページ目をお開きください。 

  説明事項の１点目でございますけども、議案第１号のまちづくり総合戦略室設置条

例案についてでございます。 

  条例の概要でございますけども、昨年末に国で閣議決定された「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に基づき、人口減少の克服、地方創生の推進など喫緊の課題を抱え、

全力でこの課題に取り組み、今金町総合計画（後期計画）との整合性及び行政改革の

視点を持ちながら、その実現に向けた重点施策を強力に推し進めるため組織に新たに

『室』を設置するものでございます。 
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  （１）条例の規定内容としまして、第１条で室の設置を規定しており、室の名称は

まちづくり総合戦略室とし、第２条において室の所掌事務を規定しております。 

  まちづくり総合戦略室の所掌事務につきましては、（１）地方版総合戦略の策定及

び総合調整に関すること。（２）総合計画及び政策推進に関すること。（３）行政改革

推進に関することとなってございます。総合計画及び政策推進に関すること、行政改

革推進に関することの文書事務につきましては、まちづくり推進課企画政策グループ

から移管することとなります。 

  なお、施行日については平成２７年７月１日となってございます。 

  （２）ではグループの設置等に関する規則の規定内容でございます。第１条でグル

ープの名称を総合戦略グループとし、第２条で１．グループの所掌事務を地方版総合

戦略の策定及び総合調整に関すること、２．総合計画及び政策推進に関すること、３．

行政改革推進に関することとしております。第３条では役職を規定しており、室長、

次長、主幹、係長等となっております。ただし、役職、職については、必要に応じて

置くものとしております。なお、施行日についてはこちらも平成２７年７月１日とな

ってございます。 

  ２ページ目をお開きください。 

  ２ページ目は、機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正案についての説明で

ございます。 

  改正の概要でございますけども、観光まちづくりによる交流人口の増加とそれに伴

う地域産業の活性化を目的とした「今金町人流創生プロジェクト」が平成２４年度か

ら始まり、現在、まちづくり推進課企画政策グループで進めている事業と産業振興課

商工観光グループで進めている事業が連動している状況にあります。 

  更に、現在、商工会を中心に進めている地域力再生プロジェクトは、商工・農業・

福祉・教育全般にまたがることと、地方創生戦略の中心事業となることから、産業振

興課商工観光グループの分掌事務をまちづくり推進課へ移管することで、事業の効率

化を推し進めるとともに、新規設置のまちづくり総合戦略室と連携のとれた体制とす

るために機構の一部の改革を行うものでございます。 

  規則の規定内容でございますけども、改正前・改正後にアンダーラインを引いてお

ります。第４条において、下記の表のとおり産業振興課商工観光グループをまちづく

り推進課へ移管いたします。 

  ３ページをご覧ください。 

  第５条において、課及びグループの分掌事務を規定しております。 

  先ほど、まちづくり総合戦略室設置条例案で説明いたしましたとおり、まちづくり

推進課企画政策グループの、１．総合計画及び政策推進に関すること、２．行政改革

推進に関することはまちづくり総合戦略室総合戦略グループへ移管いたします。 

  産業振興課商工観光グループの、１．商工鉱業行政の企画及び総合調整に関するこ

と、２．企業誘致に関すること、３．労政に関すること、４．観光振興に関すること

５．水産振興に関することの５つの分掌事務につきましては、全てまちづくり推進課
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へ移管することとなります。 

  なお、施行日についてはこちらも平成２７年７月１日となってございます。 

  ４ページをお開きください。 

  ４ページ目からは、平成２７年度一般会計補正予算第１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１号について。 

  補正前の額４９億１，８４９万８，０００円に、補正額１億６，７４１万円を追加

し、補正後の額を５０億８，５９０万８，０００円とするものでございます。 

  右側の表をご覧ください。 

  今回の補正に係る財源調整といたしまして、財源調整基金において５，５３４万６，

０００円の追加となってございます。 

  （２）一般会計補正予算第１号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。 

  歳入ですけども、中段下にあります、国庫支出金２，５０６万１，０００円の追加

は総務費国庫補助金及び民生費国庫補助金において、社会保障税番号システム整備費

補助金の追加、同じく民生費国庫補助金において、臨時福祉給付金給付事業補助金及

び子育て世帯臨時特例交付金給付事業補助金の追加が主なものでございます。道支出

金１，７２６万１，０００円の追加は農林水産業費道補助金において、強い農業づく

り事業補助金及び森林管理道開設事業補助金の追加が主なものでございます。繰入金

５，５３４万６，０００円の追加は財源調整基金繰入金の追加でございます。町債６，

１７０万円の追加は教育債において、スクールバス購入事業債及び総合体育館建設事

業債の追加が主なものでございます。 

  続いて、右側の表の歳出でございますけども、議会費４８２万７，０００円の追加

は備品購入費において、車両購入費の追加が主なものでございます。総務費３，９９

２万９，０００円の追加は財産管理費において、文書管理センター屋根張替工事を始

めとする工事請負費、備品購入費において、町長車購入費、住民活動推進費において、

ＬＥＤ防犯灯取付業務委託料、給油施設管理費において、神丘ヘリポート整備工事の

追加が主なものでございます。民生費４，５０２万７，０００円の追加は各特別会計

繰出金の追加、老人福祉費において、高齢者共同生活施設屋外階段取替工事の追加が

主なものでございます。衛生費７０９万３，０００円の減額は保健衛生管理費におい

て、国民健康保険特別会計施設勘定繰出金、浄化槽対策推進費において、浄化槽設置

整備事業補助金の減額が主なものでございます。農林水産業費２，１５７万５，００

０円の追加は造林事業費において、造林工事などの工事請負費、林道費において、森

林管理道住吉支線開設測量設計委託料の追加などが主なものでございます。土木費３，

５６６万円の追加は道路維持費において、田代通線改修工事を始めとする工事請負費

の追加が主なものでございます。教育費２，７３６万７，０００円の追加は中学校管

理費において、スクールバス購入に係る備品購入費の追加が主なものでございます。 

  続きまして５ページをご覧ください。 
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  ５ページ目でございますけども、一般会計補正予算第１号の総務財政課所管概要に

ついてでございます。 

  まず歳入でございますけども、１３款、３目土木費国庫補助金において１７５万円

の追加は社会資本整備総合交付金で、事業追加による増でございます。５目総務費国

庫補助金において６６６万円の追加は社会保障税番号システム整備費補助金で、交付

額確定によるものでございます。１６款、１目一般寄附金において４，０００円の追

加は一般寄附金、ふるさと納税１件分でございます。１７款、１目財政調整基金繰入

金において５，５３４万６，０００円の追加は財政調整基金繰入金で、今回の補正予

算に伴う財源調整でございます。１８款、１目繰越金において８３２万８，０００円

の追加は前年度繰越金でございます。 

  次ページをお開きください。 

  ２０款、２目衛生債において５４０万円の減額は浄化槽設置整備事業債で、事業費

確定による減額でございます。６目教育債、中学校債において１，５３０万円の追加

はスクールバス購入事業債で、過疎債充当による追加でございます。保健体育債にお

いて４，６７０万円の追加は総合体育館建設事業債で、こちらも過疎債充当による追

加でございます。７目農林水産業債において５１０万円の追加は森林管理道住吉支線

開設事業債で、同じく過疎債充当による追加でございます。 

  続きまして、歳出でございますけども、２款、１目一般管理費、賃金において１６

０万５，０００円の減額は臨時業務員賃金で、平成２７年度当初予算に計上しており

ましたけども、３月定例会において平成２６年度繰越明許費、地方創生事業費に補正

予算計上したことから二重計上となっており、それを解消するための減額でございま

す。５目財産管理費、需用費において４０万１，０００円の追加は消耗品費で、町長

車用消耗品でございます。委託料において７，０００円の追加は浄化槽清掃管理委託

料で、業務量の増加による追加でございます。 

  次ページをご覧ください。 

  工事請負費において１，９００万円の追加は御影地区町有住宅解体工事で、物件の

詳細は昭和４７年建設、１棟１戸コンクリートブロック平屋建てでございます。以下

文書管理センター屋根張替工事、国営農地再編推進室屋根張替工事を予定しておりま

す。備品購入費において５７６万５，０００円の追加は町長車購入費で、車両更新に

よる追加でございます。１１目電子計算費、委託料において３２４万円の追加は団体

内統合宛名システム改修事業費委託料で、社会保障税番号制度（マイナンバー）係る

システム改修費による追加となってございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ８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、平成２６年度一般会計及び各特別会計の決算概要についてでござい

ます。 

  一般会計決算額は、平成２６年度歳入総額５３億３，３６２万５，２９９円。歳出

総額５２億６，５４２万５，５５９円。差し引きまして６，８１９万９，７４０円。 
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  翌年度繰越事業財源といたしまして３，９８７万１，０００円を差し引きました、

２，８３２万８，７４０円が実質収支となり、財調基金に１，５００万円を積立し、

１，３３２万８，７４０円を翌年度の繰越金として処理させていただきました。 

  以下、各特別会計の決算となってございますので、のちほどご確認をお願いいたし

ます。 

  続きまして１０ページをお開きください。 

  １０ページ目は、平成２６年度今金町情報公開条例の運用状況についてでございま

す。 

  情報公開制度運用状況期間は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

  公開請求の件数及び内訳については、請求はありませんでした。 

  刊行物等による情報提供の状況については下記のとおりとなっており、町内・自治

会回覧による情報提供や、町ホームページによる情報提供などを行っております。 

  なお、異議申し立ての状況はありませんでした。 

  続きまして１１ページ目をご覧ください。 

  平成２６年度今金町個人情報保護条例の運用状況についてでございます。 

  こちらも期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までで、個人情報取

り扱い事務の件数といたしまして、町長部局１５９件の事務件数となっており、後ろ

の括弧内の件数は情報の取扱い件数となっております。 

  続きまして、教育委員会１８件、選挙管理委員会３件、監査委員１件、農業委員会

１３件、固定資産評価審査委員会１件となっております。 

  開示・訂正等の請求及び是正の申出件数は、開示請求２件となっており、国保病院

の診療カルテで開示処理を行ってございます。 

  不服申し立ての内容及び件数はございませんでした。 

  １２ページ目については、各課ごとの取扱い事務件数一覧となってございます。 

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

す。 

〇委員長（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。 

  ６ページの財産管理費なのですけども、この消耗品費の町長車用消耗品の中身を教

えていただけますか。 

〇委員長（川上絹子君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 消耗品の中身につきましては、町長車の消耗品という

ことで、タイヤとアルミホイル等です。 

  車両本体の入札に際しまして、タイヤとかアルミホイルは別に入札から外して本体

がほとんどの入札を行っているという状況でございます。 

  アルミホイル、タイヤにつきましては個別に購入した方が安いという判断もありま
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して、車両本体と付随するアルミホイルだとかタイヤは別に購入するという方法でい

ま処理をしているところでございます。 

〇委員長（川上絹子君） 日置君。 

〇７番（日置紳一君） その古い方の車のやつを聞こうと思ったら、先に言われました

ので。 

  ７ページの町長車の購入した車種を教えてもらえますか。 

〇委員長（川上絹子君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 今度、購入を予定している車種でございますが、トヨ

タクラウンハイブリッド４ＷＤロイヤルサルーンでございます。 

  ちなみに、現在の町長車につきましては平成１３年１１月登録ということで、１３

年以上経過しております。 

  また２７年６月での走行距離につきましては、２８万７，０００キロという状況で

ございます。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  なければ以上で、総務財政課の質疑を終わります。 

  次に、まちづくり推進課より説明を願います。 

  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） 総務厚生常任委員会に提出しております、まち

づくり推進課の資料の説明につきましては山田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（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。 

  私の方から説明事項２件、報告事項８件をご説明させていただきます。 

  それではまず説明事項１、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてご説

明します。資料１ページをご覧ください。 

  今年度予定している事業のうち、過疎債を充当しようとする事業について、過疎計

画への搭載が必要なことから、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基

づき、議会の議決を経ようとするものであります。 

  新規追加の予定事業は資料の中で太字で示しておりますとおり、森林管理道住吉支

線開設事業、今金小学校屋内運動場等吊天井改修事業、総合体育館建設事業の計３本

の事業であります。 

  次に、説明事項２、平成２７年度一般会計補正予算第１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。資料２ページをご覧ください。 

  歳出です。 

  ２款、１項、６目企画費で５３１万７，０００円の減額はデマンドバス運行事業に

伴う時刻表等の印刷製本費で１９万６，０００円の追加と、今後予定している地域公

共交通調査事業の委託料で５０万円の追加です。 

  この調査事業の内容につきまして、資料５ページの政策事業調書及び資料６ページ
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の事業概要をご覧ください。 

  今年度の調査事業について、先般、開催された地域交通協議会で協議が行われ、新

たに田代・稲穂地区で調査を実施することが決定されました。 

  調査の実施時期については、今年９月と来年２月を予定しております。 

  その他、詳細につきましては、資料をご覧ください。 

  資料２ページに戻りまして、６目企画費、負担金補助及び交付金で６０１万３，０

００円の減額は平成２６年度繰越明許費で、１８目地方創生事業費が予算措置された

ことから減額しようとするものです。内訳は、高齢者交通料金助成事業負担金１２０

万円の減額、地域再生加速事業補助金１８０万円の減額、デマンドバス運行事業費補

助金３０１万３，０００円の減額です。２款、１項、７目住民活動推進費で９９４万

２，０００円の追加の主なものは委託料で、ＬＥＤ防犯灯取付業務が７８０万１，０

００円の追加、負担金補助及び交付金で２１３万６，０００円の追加です。 

  ここで資料の訂正をお願いいたします。ＬＥＤ委託料のところで、右の方括弧内に

町内会の区域、２２４基とございますが、これを２３２基と訂正してください。申し

訳ありませんでした。 

  ＬＥＤ防犯灯取付業務の内容につきましては、資料７ページの政策事業調書をご覧

ください。 

  現在、町が維持管理している防犯灯は全部で４１８基あり、大部分が蛍光灯の器具

であります。北電が２年連続で電気料金を値上げしたことに伴って、防犯灯電気料の

支出が増加していることから、今後の維持管理費の軽減に努めることを目的に、また

電機メーカーにおいて既に蛍光灯器具の製造が行なわれていないこともあり、蛍光灯

器具からＬＥＤ器具へ交換する計画であります。この事業は２ヶ年計画で予定してお

り、平成２７年度は町内会の地域２３２基を。２８年度につきましては自治会の地域

１８６基を交換する予定でございます。支出の実績は資料でご確認ください。 

  次に、街路灯電気料補助事業につきまして、資料８ページの政策事業調書をご覧く

ださい。 

  現在、町内会が維持管理している街路灯は８町内会で計１０１基あり、この電気料

金に対して町が３分の２を補助し、残りの３分の１を町内会が負担しております。こ

のたびの北電の電気料値上げにより、町内会の電気料負担額が増加し、会計を圧迫し

ていることから、いくつかの町内会からは活動に支障をきたしていると相談が寄せら

れております。 

  このことから、今回補助要領を改正し、補助率を１０分の９にすることで町内会の

負担軽減を図り、健全な町内会運営ができることを目的に実施するものであります。 

  また、街路灯は大部分が水銀灯器具であり、ＬＥＤ化については国の補助制度を積

極的に情報収集し、早期実現に向けて取り組んで参ります。 

  今回の補正額はこの補助率改正分に加えて、電気料補助の未申請分も含まれており

ます。内容といたしましては、補助要領改正の際に、各町内会の街路灯基数を再精査

していたところ、八幡町が維持管理している街路灯２２基のうち、７基分がこの間未
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申請となっていたことが判明いたしました。これを受けまして、まちづくり推進課で

文書保存年限である１０年を限度に調査を行ったところそれが確認されましたので、

庁舎内での協議の結果、過去１０年分を遡り、経費に対する３分の２の９７万４，４

００円を補助決定することといたしました。議会の議決をいただいたあと支払事務を

行いたいと考えております。 

  資料２ページにお戻りください。 

  ２款、１項、９目給油施設管理費で８５０万円の追加は工事請負費で、神丘ヘリポ

ート整備工事外であります。 

  この工事の内容につきまして、資料９ページの政策事業調書をご覧ください。 

  今年の２月からドクターヘリが運航しており、そのランデブーポイントとして神丘

ヘリポートが活用されております。現在のヘリポートは周辺地盤部分と離着陸場のコ

ンクリート部分に段差があり除雪作業に支障をきたしていることから、この段差を解

消するためアスファルトによる擦付工事を行い、除雪作業がスムーズに行えるよう実

施するものであります。 

  整備工事のイメージ図として資料１０ページをご覧ください。 

  今回の工事は図に黄色で示したように、離着陸場の西側と南側部分から神丘高台開

館前の取付道路にかけてアスファルト工事を行うものであります。アスファルト舗装

工の面積は７００平方メートルであります。 

  資料２ページにお戻りください。 

  ２款、１項、１２目生活改善センター等費で２１１万７，０００円の追加は備品購

入費です。内訳は金原基幹集落センターでＦＦ式暖房機３台の整備と、３世代交流施

設でテーブル２５台と折り畳みイス１００脚の整備でございます。 

  次に資料３ページです。 

  ４款、１項、６目公衆浴場費で９２万２，０００円の追加は需用費で修繕料です。

内訳は種川温泉で玄関ホールの床材の張替と、玄関網戸の修理、更にあったからんど

で玄関付近の手すりの修繕であります。９款、１項、１目常備消防費は後ほど消防署

長が説明いたします。２目防災費で１０５万２，０００円の追加は委託料で、防災ガ

イドマップ作製に伴う委託料が７５万６，０００円、備品購入費でＬＥＤ灯光器５台

の整備に伴う購入費が２９万６，０００円です。 

  防災ガイドマップ作製については、災害時においては迅速かつ適切な活動が必要な

ことから日頃から町民に防災意識を高めてもらうため、災害に対する備えや避難場所

等を明示した防災マップを作成し全世帯に配布することとしております。 

  ＬＥＤ灯光器の整備については、夜間の災害時に停電となった場合避難場所におい

て体制確保のために整備するものであります。 

  今回整備予定の灯光器はＬＥＤの製品であり、消費電力が少量であるため小型の発

電機でも対応可能であることから、持ち運びに便利なことが特徴でございます。 

  次に、資料４ページです。 

  ３目災害対策費で２１万１，０００円の追加は、５月１１日の林野火災に伴う職員
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手当、賃金、需用費、使用料及び賃借料の追加でございます。内訳については資料の

とおりです。 

  次に、報告事項１、第５次今金町総合計画後期計画についてご説明いたします。資

料１１ページをご覧ください。 

  総合計画の後期計画は、平成２８年度から５ヶ年が計画期間となっており、本年１

２月の議会に提示できるよう、現在取り組みを進めているところであります。 

  策定にむけたスケジュールは資料をご覧ください。 

  ５月、６月は委嘱事務と並行して、職員による前期計画の達成度評価を行うととも

に、各課のヒアリングを行う予定となっております。 

  その後、７月から１１月にかけて審議会を開催し、委員に前期計画の評価に関する

審議や後期事業計画に関する審議を行っていただき、最終の答申へ向かうスケジュー

ルで進めて参ります。詳細な作業スケジュールについては資料をご覧ください。 

  次に、報告事項２、今金町まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略についてご説明

します。資料１２ページをご覧ください。 

  地方版総合戦略について、今金町においては昨年末の閣議決定を受けて地方人口ビ

ジョンと総合戦略を策定することとし、事務を進めているところであります。現在ま

でのところ、有識者会議の委員委嘱を終え、６月１８日に第１回目の会議の開催を予

定しております。 

  この有識者会議では、素案の策定や基本目標の設定更にＫＰＩと呼ばれる重要業績

評価指標の設定などについて、ご審議をいただく予定であります。およそ５回の有識

者会議を経て、本年１２月の議会に提示できるよう進めて参ります。 

  推進体制と役割イメージについては資料１３ページにフローチャートを掲載して

おりますので、のちほどご覧ください。 

  次に、報告事項３、今金橋架け替え工事に伴う仮橋（歩道橋）についてご説明いた

します。資料１４ページをご覧ください。 

  歩道橋としての仮橋の工事が５月１９日から始まっております。仮橋の位置といた

しましては、現在の今金橋より約１００メートル上流のところで、資料１４ページの

航空写真では赤いラインのところがそれにあたります。 

  工事の工程は資料１５ページをご覧ください。 

  ６月１５日から杭打ちが始まり、完成予定は１０月２０日頃となっております。完

成検査を経て供用開始となります。 

  工事期間中は健民グラウンドの使用に一部制限がありますが、関係する団体には既

に伝えているところであり、町民に対しては広報６月号にて周知しております。 

  なお、現在の今金橋が全面通行止めとなるのは１１月１日からであり、時期が近付

きましたら広報等を活用し、住民周知を行って参ります。 

  資料１６ページの図面はのちほどご覧ください。 

  次に、報告事項４、国道２３０号線形改良事業についてご説明いたします。資料１

７ページと１８ページをご覧ください。 
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  今金小学校付近国道２３０号はＳ字状に短い距離でカーブが連続しているため、見

通しが悪く危険であること、また歩道橋については設置から４５年以上経過し老朽化

が進み、景観上好ましくない状況であり、バリアフリー推進の観点からも高齢者など

の利用の困難なことから、北海道開発局へ要請して参りましたが、先日同局より両工

事の入札を６月下旬に予定しているとの連絡がありましたので、ご報告いたします。 

  資料１７ページは急カーブが解消されるイメージを表しており、赤いラインのよう

な道路に変わる予定です。 

  資料１８ページは、周辺の航空写真で、黄色のラインのような道路に変わる予定で

あります。 

  工事期間など詳しい情報が入りましたら、広報等を活用し住民周知を行って参りま

す。 

  次に、報告事項５、あったからんど利用状況についてご説明いたします。資料１９

ページをご覧ください。 

  平成２６年度は、７月１日から８月８日まで、内装工事のため休館といたしました。

このことから前年度対比で入浴者数合計では５，８７１人、入浴料合計では１９２万

３，８７０円がともに減少いたしました。 

  次に、報告事項６、種川温泉休憩所利用状況についてご説明します。資料２０ペー

ジをご覧ください。 

  先ほどの説明のとおり、あったからんどの休館に伴って、種川温泉の利用が若干増

えております。前年度対比で、入浴者数合計では１，６０７人、入浴料合計では４７

万７７０円がともに増加しております。 

  次に、報告事項７、町民センター室別利用状況についてご説明いたします。資料２

１ページをご覧ください。 

  平成２６年度の利用状況は、前年度対比１１部屋の年間合計で、利用回数は１０５

回、利用者数は２，０５７人、利用料では２万６，５７０円と全てにおいて増となっ

ております。 

  部屋別の利用状況はのちほどご覧ください。 

  最後に報告事項８、生活改善センター等利用状況についてご説明いたします。資料

２２ページをご覧ください。 

  平成２６年度の利用状況は、１７館の年間合計で、利用回数は１，２８６回、利用

者数は１万７，７９８人となっております。 

  この表への記載はありませんが、平成２５年度の実績で、利用回数は１，２８５回、

利用者数は１万９，３０６人。平成２６年度は、平成２５年度並みにご利用いただい

ております。 

  以上で、まちづくり推進課からの説明を終わります。よろしくお願いします。 

  続いて、消防署の方からの説明になります。 

〇委員長（川上絹子君） 今金消防署長、佐々木君。 

〇今金消防署長（佐々木裕市君） 山田補佐より説明がありました、９款消防費の檜山
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広域行政組合負担金１３７万３，０００円の追加について、内容説明いたします。３

ページをお開きください。 

  消防署経費において１２８万３，０００円の追加は人件費の給料、職員手当、共済

費では、職員の昇格に伴う追加であります。旅費において６万６，０００円の追加は

救命士の気管挿管病院実習の割り当てが、平成２８年度に計画されていたものが今年

度檜山に対しての全体枠が増えたことから繰上となったためであります。需用費にお

いて２万２，０００円の追加は消耗品費で、大型水槽車の夏タイヤの購入において、

物品単価が高くなったことに伴うものであります。備品購入費において９９万８，０

００円の追加は、５月１１日に発生した林野火災においての消防ホースで、消火活動

中に焼けた笹の根元付近が残っており、その部分での破損や延焼拡大を防ぐため風下

にホースを延長し放水していたため、途中で熱による破損があり全部で２６本のホー

スが破損したことに伴うものであります。負担金補助及び交付金において８万円の追

加は、旅費で説明したとおりの気管挿管病院実習負担金であります。 

  続いて消防団経費において、需用費の８万２，０００円の追加は被服費で、消防諸

経費の備品購入費同様、５月１１日の林野火災において、団員が消火活動中に防火長

靴を破損したことに伴うものであります。負担金補助及び交付金において８，０００

円の追加は、今金町婦人防火クラブで豊田支部を設立したことに伴う助成金でありま

す。 

  続いて、主な災害出動について報告いたします。 

  ４月２７日、豊田３号樋門上流の豊田幹線川河川敷において野火が発生し、５．１

アールが焼失しております。 

  次に、先ほど申しました５月１１日の林野火災において、消失面積が７．５ヘクタ

ールと報道されておりますが、火災原因調査の結果２．７５ヘクタールの消失で損害

額はなく、火災原因については現在調査中であります。 

  続いて、６月７日に美利河国有林において捜索出動が発生し、幸いにも携帯電話で

の通話が可能であったため、ＧＰＳで座標を検索した結果、美利河・種川林道から離

れていたこともあり、道警ヘリを要請し無事救出したことを報告いたします。 

  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。 

  岸君。 

〇１番（岸 徹也君） １番、岸です。 

  それではですね、地方人口ビジョン、地方版総合戦略策定についてお伺いしたいと

思うのですけども、まず計画の位置付けについてお伺いしたいと思っています。 

  まちづくりの戦略ビジョンというのは、今金町の総合計画が最上位に位置づけられ

ているのかなと認識しているのですけども、各分野の個別計画というのはこの総合計

画の基本的な方向性に沿って策定をして推進していくということになっているはず
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です。 

  こうした状況の中で地方人口ビジョン及び地方版総合戦略が新たに策定されます

けども、今金町総合計画との関係において経計画上どのように位置付けられる予定な

のかお伺いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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。 

  いま、ご質問の中にもありました、総合計画というのはまちの最上位計画でござい

ます。 

  それにあたりましては、まちの将来像を描き、行政を基本の指針として、様々な事

業や施策を総合的に計画的に進めるためのものでございまして、それによってまちの

進むべき、これから発展していくべき将来像を計画登載していくという全体像もござ

います。 

  また、それにかわりまして、いまご質問の地方版の総合戦略におきましては、人口

減少克服や地方創生に限定した目的をもっておりますので、両者の目的や施策の範囲

が必ずしも一致するとは限らないので、また総合戦略においては成果目標と言います

か、事業目標、強化目標を数値を必ず登載し、それに向けて計画・事業展開していた

だきたいというような国の指針もございますので、まずは総合計画の中に地方版の総

合戦略があって、それに向けて人口克服と地方創生に向かって事業展開をしていくと

いうことでありますので、国においても指導がありますのは総合計画と地方版総合戦

略というものは別に策定していただきたいという指示がありましたので、ご理解をお

願いします。 

〇委員長（川上絹子君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） 私は地方が自立して、人口減少対策、地方創生に取り組むため

には、安定した財源の確保とともに、地方の自主性、主体性を発揮できるような取り

組みを国が支援するということが重要だと思っています。 

  こうした中で、今回の補正予算には計上されませんけども、９月の定例会での予算

提案に向けて準備をするというお話でした。地方人口ビジョン、地方版総合戦略の策

定に関わる費用については、結婚や出産に関する意識調査であるとか、転出入に関す

る調査等の費用が予想されます。これらの調査は今金町の実情や特性にあった資料と

して重要な役割を持つものと考えております。 

  そこで質問なのですけども、町民の意識調査等はどのような観点で行おうとしてい

るのか、または行わないのか。具体的な調査の内容、スケジュールも含めて、また行

なわないのであればその理由もお伺いしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 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） お答えいたします。 

  まず人口ビジョンに関してですが、今金町が過去から現在そして未来に向けての人

口ビジョン、推計をたてなければなりませんが、その際に国からもそういった数値の

情報の提供もございますし、先ほども言いました転入・転出もこういった条件であれ
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ば、こういうパーセンテージで下がっていくというような指示がありますので、そち

らの方を参考にしながら人口ビジョンの方は策定をさせていただきたいと思います。 

  また後段のアンケート調査と住民の意識調査の関係でございますが、いま現在アン

ケート調査、住民の意識調査を別にやるということは私どもは考えておりません。 

  まずその理由に際しましては、昨年度来、各課でも計画策定をしております。例え

ば、保健福祉総合計画ですとか、子ども・子育て支援事業計画ですとか、様々な計画

策定をする際、その分野で町民のアンケートだったり、意識調査をしておりますので、

それを有意義に活用しながらこの地方版総合戦略に登載をして、参考にしていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、その計画策定するにあたりましても、住民の皆様に積極的を参画をいただい

て様々なご意見をいただきながら、各計画策定をされておりますので、そういったも

のを踏まえましてその地方版戦略に登載を努力していくということでご理解をお願

いします。 

〇委員長（川上絹子君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） 今金町の総合計画作成にあたっては、たくさんの意見を聞く場

を作って、町民からの意見を聞いているというふうに私は認識しております。 

  私も若い町民と意見交換をしますけども、まちづくりやイベントに関わることとい

うのは自分にとってはすごく遠かったけれども身近になった、とても良い機会になっ

たというお話を伺ったことも多々あります。 

  これからも若い世代が高校、大学を卒業したときに、今金に就職先がないと。本当

は今金に就職したいけれども町外に出て行かなければならない。そうなった場合に高

校は今後どのようなメニューを学生に示してくれるのか。そういう意味も含めまして、

これからは高校との連携というものを、いまもやっているのかもしれませんけども、

より強く連携をしていただいて、高校の意見も聞きながら人口減少に歯止めをかける

ことができるような、そういった地方人口ビジョン、地方版総合戦略を策定していく

ためにも、是非学生とか若い世代の意見を取り入れていただくよう要望いたしまして、

これで私の質問を終わります。 

〇委員長（川上絹子君） 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） お答えいたします。 

  私達もいろいろ様々な住民の皆様からご意見を伺うことと念頭に置きながら、策定

に向けては準備を進めているところでございます。 

  有識者会議というものも設置する予定でございます。今月の１８日に第１回目を開

催する予定でございます。 

  その中には、委員の構成といたしましては、産業界、金融関係、学校関係者、青年

層、子育て層から幅広い住民の皆様のご意見を伺うために広く選定をしておりますの

で、そういった方々のご意見を踏まえながら策定に向けて進めて参りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 
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  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、総務厚生常任委員会に説明事項１

件、報告事項２件を提出しております。 

  提出資料に基づき松村補佐からご説明いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 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） 私からは、説明事項１、平成２７年度一般会計補

正予算第１号について。報告事項１、平成２６年度町税等収入状況について。報告事

項２、渡島・檜山地方税滞納整理機構引受件数、引受額及び収納額について、資料に

基づき説明します。 

  まず１ページ目をご覧ください。 

  平成２７年度一般会計補正予算第１号、税務住民課所管概要について説明します。

今回の補正は歳出のみであります。 

  戸籍住民基本台帳費２１２万円の減額の内訳は、報償費３２０万円の減額は出産記

念報償費で、平成２６年度地方創生事業に伴う平成２６年度繰越明許費の振り替えに

よる減額です。委託料で１０８万円の追加は住民基本台帳ネットワークシステム改修

業務で、社会保障・税番号制度に係るシステム改修による追加であります。国民年金

事務費の１３万７，０００円の追加は委託料で、国民年金システム改修事業で社会保

障・税番号制度に係るシステム改修の追加となっております。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  報告事項、平成２６年度町税等収入状況調について。５月末現在となっております。 

  普通税（１）から各項目ごとに現年分、滞納分とあわせ収入済額と収納率について

報告します。 

  個人町民税につきましては、収入済額１億８，７７６万３８７円、収納率は９６．

２１％であります。 

  法人町民税につきましては、収入済額２，９６０万７，１００円、収納率は９９．

９％であります。 

  固定資産税につきましては、国有財産等交付金を含め収入済額２億３，１２７万２，

９４３円、収納率は９４．４９％であります。 

  軽自動車税につきましては、収入済額１，１７０万２，７００円、収納率は９８．

５％であります。 

  特別保有税につきましては、収入済額はありません。 

  現年分計といたしまして、収入済額４億５，８４２万３，６５９円、収納率は９９．

３３％であります。 

  滞納分計といたしまして、収入済額１９１万９，４７１円、収納率は９．５７％で

あります。 

  普通税（１）の合計といたしましては、収入済額４億６，０３４万３，１３０円、
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収納率は９５．６％であります。 

  続きまして、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４，６３２万６３３円。 

  入湯税につきましては、収入済額１９５万１，３５０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５，７１６万７，５３１円、収納率は８

８．４４％であります。 

  貸地・貸家料につきましては、収入済額１，９６４万４７１円、収納率は１００％

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、収入済額２億３，６７６万６，６０２円、収

納率は８２．０３％であります。 

  内訳といたしまして、一般は収入済額２億２，８９７万８，１２１円、収納率は８

１．６５％であります。 

  退職につきましては、収入済額７７８万８，４８１円、収納率は９５．１４％であ

ります。 

  現年分の計につきましては、収入済額２億３，０５５万３，８７０円、収納率は９

８．４９％であります。 

  滞納分の計につきましては、収入済額６２１万２，７３２円、収納率は１１．３９％

であります。 

  つづきましては、資料３ページ目をお開きください。 

  報告事項２、平成２６年度渡島・檜山地方税滞納整理機構引受件数・引受額及び収

納状況について報告します。 

  平成１９年度から渡島・檜山滞納整理機構へ加盟し、機構移管事案の選定基準に基

づき平成２６年度は８件を滞納整理機構へ移管し、徴収事務をお願いしているところ

でございます。 

  下段の方になりますが、平成２６年度徴収実績は１２３万６，５６２円、延滞金で

９３万８，７７５円となり、収納率は５２．８８％となっております。 

  以上、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。 

  なければ、以上で、税務住民課の質疑を終わります。 

  ２時４５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時３５分 

開議 １４時４５分 
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〇委員長（川上絹子君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  次に、保健福祉課より説明願います。 

  保健福祉課長、成田君。 

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

それぞれ担当者より説明いたさせます。 

  始めに各会計補正予算の概要について、諸戸補佐より説明いたさせます。 

〇委員長（川上絹子君） 保健福祉課長補佐、諸戸君。 

〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） 私の方からは説明事項１から４、各会計の補正予

算と報告事項２、臨時給付金・子育て世帯臨時特例給付金についてご報告したいと思

います。 

  まず１ページをお開きいただきたいと思います。 

  説明につきましては金額の大きな主なものについて説明させていただきます。 

  まず一般会計補正予算第１号の保健福祉所管概要についてでございます。 

  １３款、２項、１目１，４４５万７，０００円の追加は社会福祉費補助金で、１，

２０５万７，０００円の追加。内容としましては、社会保障・税番号システム整備費

補助金が２６３万７，０００円の追加、マイナンバー制度に伴うシステム改修経費の

増でございます。臨時福祉給付金給付事業費補助金が７２０万円の追加、臨時福祉給

付金給付事務費補助金が２２２万円の追加、いずれも消費税増税に伴う低所得者対策

による増でございます。児童福祉費補助金２４０万円の追加は、子育て世帯臨時特例

給付金給付事業費補助金１８０万円の追加、子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補

助金が６０万円の追加、いずれも消費税増税に伴う子育て世帯への影響緩和措置によ

る増でございます。続きまして、１３款、２項、２目６９万５，０００円の減額は、

保健衛生費補助金６９万５，０００円の減額で主なものにつきましては、２段目にあ

ります、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金が５７万１，０００円

の減額で、これにつきましては下段にあります、新たなステージに入ったがん検診の

総合支援事業補助金への移行による減額でございます。 

  続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

  １４款、１項、１目２１６万７，０００円の追加は、社会福祉費負担金で、主なも

のにつきましては、国民健康保険基盤安定負担金で２００万円の追加、賦課算定によ

る追加でございます。障がい者自立支援給付費負担金が１３５万円の減額、負担区分

の変更による医療費負担への移行でございます。障がい者医療費負担金が１３５万円

の追加、負担区分の変更により自立支援給付費負担金からの移行でございます。 

  続きまして３ページですけども、３款、１項、１目３，８７０万９，０００円の追

加は、賃金で５２万５，０００円、需用費で３８万３，０００円、役務費で５５万４，

０００円、委託料で５０万８，０００円、使用料及び賃借料で２３万６，０００円の

追加につきましては、臨時給付金給付事務に伴う追加でございます。負担金補助及び

交付金６１３万６，０００円の追加は、今金町社会福祉協議会補助金が１０６万４，

０００円の減額で、内訳としましては、在宅福祉サービス推進事業看護師給の減で１
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５１万４，０００円の減額、ファミリーサポート事業運営の増で小児科医謝礼等で１

１万円の追加、車両増大に伴う車両経費の増で３４万円の追加となっております。臨

時給付金で７２０万円の追加、臨時給付事業に伴う追加でございます。内訳としまし

ては、６，０００円の１，２００人分となってございます。繰出金でございますけど

も、３，０３６万７，０００円の追加、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金でござ

います。老人福祉費１，２２０万６，０００円の追加は、工事請負費で６００万円の

追加、これにつきましては高齢者共同生活施設屋外階段取替工事で６００万円の追加

でございます。せせらぎの屋外階段老朽化に伴う取替工事でございます。 

  次、４ページをお開きいただきたいと思います。 

  同じく老人福祉費で操出金６１９万７，０００円の追加は、介護老人保健施設特別

会計繰出金で２４９万円の追加、介護保険特別会計繰出金で３７０万７，０００円の

追加となっております。３目１１３万７，０００円の追加は、委託料で１７６万１，

０００円の追加、これは障がい者福祉サービスシステム改修委託料でございます。マ

イナンバー制度導入に伴う既存システムの改修費の増でございます。扶助費で６２万

４，０００円の減額は障がい者タクシー料金扶助費でございます。国の地域活性化・

地域生活緊急対策交付金事業への移行による減額でございます。５目１６万５，００

０円の減額の主なものにつきましては、使用料及び賃借料２３万５，０００円の減額

で、事務機器借上料が２３万５，０００円の減額、臨時福祉給付事務に伴う社会福祉

費の予算組替による減額でございます。８目１１０万１，０００円の追加は、委託料

で８９万円の追加、後期高齢者医療システム改修業務委託料で８９万円の追加となっ

ております。マイナンバー制度導入に伴う既存システム改修費の追加でございます。 

  次、５ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３款、２項、４目３１３万２，０００円の追加は、需用費で２０万１，０００円の

追加、役務費で１７万２，０００円の追加につきましては、子育て世帯臨時特例給付

事務に伴う追加でございます。委託料９５万９，０００円の追加は、児童福祉システ

ム改修業務委託料が７１万円の追加、これはマイナンバー制度導入に伴い既存システ

ム改修費の追加でございます。子育て世帯臨時特例給付金システムが２４万９，００

０円、子育て世帯臨時特例給付事務に伴う追加でございます。負担金補助及び交付金

で１８０万円の追加は、子育て世帯臨時特例給付金で１８０万円の追加でございます。

金額と人数につきましては、３，０００円で６００人を見込んでおります。 

  ６ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４款、１項、１目３６４万４，０００円の減額は、負担金補助及び交付金で６２万

４，０００円の追加、道南ドクターヘリ就航経費負担金で６２万４，０００円の追加

となっております。内訳としましては、平成２６年度実績精算分の増及び平成２７年

度の負担経費区分変更による増でございまして、平成２６年度分が均等割りで１２万

２，０００円の増、平成２７年度分が均等割りで８２万７，０００円の増と、利用割

で３２万５，０００円の減額となってございます。操出金４２６万８，０００円の減

額は、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６４万４，０００円
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の追加の主なものにつきましては、委託料で５２万８，０００円の追加、健康管理シ

ステム改修委託料で１１５万８，０００円、これはマイナンバー制度導入に伴う既存

システム改修費の増です。働く世代の女性支援のためのがん検診で９２万円の減額と

なってございます。備品購入費で２０万円の追加は、細菌数測定装置購入による増で

ございます。 

  ７ページをお開きいただきたいと思います。 

  今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第１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６４６万６，０００円の減額は、医療給付費分現年課税分が４８

２万６，０００円の減額、基準総所得の減でございます。後期高齢者支援金分現年課

税分が１０４万４，０００円の減額、基準総所得の減でございます。介護納付金分現

年課税分が５９万６，０００円の減額、これも基準総所得の減でございます。２目２

８０万２，０００円の減額は、医療給付費分現年課税分が１７４万５，０００円の減、

基準総所得の減でございます。後期高齢者支援金分現年課税分が５２万９，０００円

の減、基準総所得の減でございます。介護納付金分現年課税分が５２万８，０００円

の減、基準総所得の減でございます。３款、１項、１目９８１万４，０００円の減額

は、療養給付費等の負担金によるものでございます。試算見込みによる減でございま

す。 

  ８ページをお開き願います。 

  ３款、２項、１目３４５万７，０００円の追加は、財政調整交付金で、特定健診未

受診者対策事業に伴う増でございます。２目５３万４，０００円の追加は、総務費補

助金で社会保障・税番号システム整備費補助金で、マイナンバー制度に伴う既存シス

テムの改修費の増でございます。４款、１項、１目５５３万９，０００円の減額は、

療養給付費交付金が５７９万５，０００円の減額、試算による減でございます。 

  ９ページにいきます。 

  ９款、１項、１目３，０３６万７，０００円の追加は、一般会計繰入金で主なもの

は、保険基盤安定繰入金保険税軽減分で２７５万２，０００円の追加、賦課算定によ

る増。その他一般会計繰入金が２，８００万円の追加、財政調整基金積立のためでご

ざいます。９款、２項、１目２，２４１万８，０００円の追加は、財政調整基金繰入

金で、賦課算定に伴う財源調整による増でございます。１０款、１項、１目１３９万

９，０００円の追加は前年度繰越金で、前年度繰越金の確定に伴う増でございます。 

  １０ページをお開きいただきたいと思います。 

  １款、１項、１目８０万２，０００円の追加は委託料で、国民健康保険システム改

修業務委託料でございます。マイナンバー制度導入に伴う既存システムの改修費の増

でございます。２款、１項、１目５４０万円の減額は負担金補助及び交付金で、療養

取扱機関に対する診療報酬保険者負担分で、給付見込みによる減額でございます。同

じく２目の３００万円の減額は負担金補助及び交付金で、療養取扱機関に対する診療
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報酬保険者負担分で、給付見込みによる減額でございます。８款、１項、１目３４５

万８，０００円の追加は委託料で、特定健診未受診者対策委託料で、特定健診未受診

者への継続受診勧奨による増額でございます。 

  １１ページにいきます。 

  ９款、１項、１目２，８００万円の追加は積立金で、財政調整基金積立金、財政安

定化のための積立金でございます。１１款、１項、３目９７２万１，０００円の追加

は償還金利子及び割引料で、国庫負担金補助金等精算返還金で、実績試算による療養

給付費等負担金の返還見込額の増でございます。 

  １２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１号の概要についてでございます。 

  歳入中段より下の方ですけども、３款、１項、１目３４万８，０００円の追加は繰

越金で、前年度繰越金の確定に伴う増額でございます。 

  １３ページにいきまして、２款、１項、１目３４万５，０００円の追加は負担金補

助及び交付金で、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。医療保険料及び保険

料軽減拡充に伴う広域連合納付金の増でございます。 

  続きまして１４ページをお開きいただきたいと思います。 

  今金町介護保険特別会計補正予算第１号の概要について、保健事業勘定分です。 

  １款、１項、１目１４０万８，０００円の減額は、介護給付費分現年度賦課分で１

４０万８，０００円の減額。これにつきましては、低所得者保険料軽減に伴う減でご

ざいます。４款、１項、３目７０万３，０００円の追加は保険料負担金で、低所得者

保険料負担金で７０万３，０００円の追加。これにつきましては、保険料負担区分第

１段階層の被保険者の負担金に伴う国庫負担金の増で、負担率は２分の１となってご

ざいます。４款、２項、２目１３４万７，０００円の追加は、社会保障・税番号制度

システム整備費補助金で、マイナンバー制度に伴う既存システムの改修費でございま

す。６款、１項、２目３５万１，０００円の追加は保険料負担金で、低所得者保険料

軽減負担金でございます。保険料負担区分の第１段階層被保険者の負担軽減に伴う同

負担金の増で負担率は４分の１となってございます。８款、１項、１目５５３万９，

０００円の追加は一般会計繰入金で、事務費繰入金が３４０万６，０００円の追加、

制度改正及びマイナンバー制度に伴うシステム改修費の増。介護納付金繰入金で３５

万４，０００円の追加、地域支援事業繰入金で１７７万９，０００円の増でございま

す。９款、１項、１目７８万円の追加は繰越金で、前年度繰越金の確定に伴う増でご

ざいます。 

  １６ページをお開きください。 

  １款、１項、１目５５３万３，０００円の追加は委託料で、介護保険システム改修

業務委託料が主なもので４３９万６，０００円の追加となっております。４款、１項、

２目１７７万９，０００円の追加は、負担金補助及び交付金で１６０万６，０００円

の追加。これにつきましては小規模介護施設改修事業補助金、新たな介護予防日常生

活支援総合事業の整備充実のための財政支援で、補助率は３分の２となってございま
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す。 

  次に、サービス事業勘定ですけども、１７ページをお開きください。 

  ２款、１項、１目１８３万２，０００円の減額は一般会計繰入金でございます。 

  歳出で、１款、１項、１目１４５万２，０００円の減額は委託料で、新予防給付サ

ービス計画委託料が１４５万２，０００円の減額で、単価増及び委託件数の減による

ものです。 

  報告事項ですけども、４６ページをお開きいただきたいと思います。 

  平成２６年度に引き続きまして、今年度も２つの給付金というものがございます。 

  １つは、臨時福祉給付金。それともう１つは子育て世帯臨時特例給付金でございま

す。いずれも対象は変わっておりませんが、対象者、青い丸で囲った部分とオレンジ

の丸で囲った部分がありますけども、昨年度につきましては、子育て世帯臨時特例給

付金の対象者で臨時福祉給付金に該当した場合は、臨時福祉給付金の方が優先されま

して、子育て世帯臨時特例給付金が給付を受けられないということでございましたけ

ども、今年度につきましては該当する方についてはその真ん中の交わった部分ですけ

ども、両方とも受給が可能というふうになっております。これが昨年度との主な違い

でございます。 

  続きまして４７ページをお開きいただきたいと思います。 

  支給要件につきましては昨年度同様です。臨時福祉給付金につきましては、住民税

が課税されていない方で、誰にも面倒を見てもらっていない方が対象になります。支

給額につきましては昨年度は１万円でしたけども、今年度は６，０００円となってお

ります。昨年度につきましては、加算で老齢基礎年金と障がい者基礎年金、児童扶養

手当等の受給者につきましては加算で５，０００円がございましたけども、今年度に

つきましてはその分はございません。 

  それと、子育て世帯臨時特例給付金でございますけども、昨年度につきましては１

万円。それが今年度につきましては３，０００円となってございます。 

  いずれも昨年度につきましては、基準日が１月１日になっておりましたが、子育て

世帯臨時特例給付金につきましては５月３１日。６月の児童手当が受給対象になって

いる方が対象となります。 

  申請関係ですけども、申請期間は平成２７年８月中旬から１１月中旬を予定してお

ります。これはいずれも同じ時期でございます。 

  周知方法ですけども、広報と、臨時特例給付金につきましては全世帯、それと子育

て世帯臨時特例給付金につきましては児童手当の受給世帯に配布する予定でござい

ます。 

  私の説明は以上でございます。 

  報告事項１につきましては、山田主幹から報告いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 保健福祉課主幹、山田君。 

〇保健福祉課主幹（山田 薫君） それでは、報告事項、保健福祉医療の状況報告につ

いてご説明いたします。 
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  始めに１９ページをご覧願います。 

  平成２６年度の人口動態ですが、出生数が２９人、死亡数が９０人と出生数と比べ

約３倍の死亡数となっております。 

  下段の人口ピラミッドから、６０から６４歳の人口が最も多く、５年後には本町は

高齢者人口のピークを迎えることが伺えます。 

  ２０ページをご覧ください。 

  保健事業に関する平成２６年度実績と、２７年度計画を掲載しております。 

  ２６ページをお開きください。 

  ２３ページの上段にもありますが、感染症対策事業の実施状況についてご報告いた

します。 

  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と感染症の教育を主な目的として設置しました、今

金町感染対策連絡会議の活動の１年間についてですが、感染症に関する一定の知識と

技術の習得のために月１回のペースの施設職員向け研修会と、年２回の一般町民向け

講演会を行いました。 

  施設職員向け研修会については、実技講習を除き、延３３９名の参加がありました。

またかねてより高いニーズのありました、嘔吐物処理講習については保健福祉課の保

健師他病院看護師の協力により、今年１月に全８回に渡り実施いたしましたが、１施

設あたり約８名、延１１７名の参加があり、多くの施設職員の方に吐物処理技術の普

及を図ることができました。 

  次に、平成２５年１２月に策定いたしました、町内施設共有の感染対策マニュアル

ですが、各施設のニーズに応えられるよう、本会議のスーパーバイザーである八雲総

合病院小児科診療部長の吉田先生の監修のもと、既に２６年の８月に改定を行ってお

ります。今後もマニュアルの利便性向上を図るために毎年アンケート等を実施し、定

期改定を行う予定です。 

  また、資料には掲載しておりませんが、八雲感染対策のネットワークのグループウ

ェアを活用した情報の取得と共有のほか、町民に対するタイムリーな感染症情報の提

供手段として、連絡会議独自のメールマガジンの配信も行っております。 

  そして、またこれらの実践から新たに２つのプロジェクトが立ち上がっております。

資料の２７ページをご覧願います。 

  １つは、高齢者を肺炎から守るため、多職種・専門職の連携による啓発活動です。 

  去年１１月の第１老人クラブ向け肺炎球菌ワクチンに関する講演会を皮切りに、町

民向け、施設職員向けそれぞれ４回の講演・研修会を実施しています。 

  肺炎の予防にはワクチン接種のほか、誤嚥防止や口腔衛生、栄養状態など多方面の

専門的なアプローチが必要なことから、医師を始め言語聴覚士や歯科衛生士など、そ

れぞれの専門職により総合的な肺炎予防活動を展開しております。 

  概ね５年程度で成果を検証する予定の事業でありますので、今後も各地域の老人ク

ラブ等へも啓発活動を行って参ります。 
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  次に、資料はありませんが、今金中学校をモデル校に、感染対策チームを設置する

スクールＩＣＴ事業も５月からスタートしております。これにつきましては今後事業

の進捗にあわせて別途ご報告させていただきます。 

  次に、２８ページをご覧願います。 

  平成２６年４月に策定いたしました、今金町健康増進計画の推進状況についてご報

告いたします。 

  本計画は、平成３２年度までの５ヶ年計画でありますが、関係団体や企業等の住民

組織活動と行政が一体となって、日常生活の中に健康づくりが組み込まれた環境をつ

くるという考え方から、初年度については検診の受診と食生活を重点項目として町内

２３の企業・団体等が取り組んでおります。 

  この取り組み状況について２７年３月に本計画推進協議会を開催し、１年間の活動

の評価と共有を行いました。 

  行政のアクションといたしましては、地区巡廻や個別検診を含む検診機会の確保や、

一部がん検診における対象年齢の引き下げなどの充実を図っております。 

  食生活については、減塩の推奨運動として、新たに車用の減塩ステッカーを用意し、

役場公用車を始めＪＡや建設会社などのご協力をいただき啓発活動を展開しました。 

  また協議会を構成する各企業・団体等におかれましても、保健福祉課で運動指導士

や歯科衛生士など専門職による研修の依頼や実施が多数あり、健康づくりに対する意

識の高まりが認められます。 

  本年度は引き続き検診の受診と、新たに運動を重点項目として、町民・企業・団体・

行政が協働し、健康なまちづくりに取り組んで参ります。 

  次に、資料２９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。 

  新しい介護予防の考え方による効率的・効果的な地域支援体制の構築から、介護予

防の推進を図るために連携・協議を行う機能として、今金町介護予防推進協議会を設

置いたしました。 

  協議会は、豊寿園、ササキ総合管理サービス、社会福祉協議会、老健など、町内の

介護サービスに関係する施設の代表者を構成としております。 

  ４月に開催いたしました第１回の協議会には、北海道作業療法士会より講師をお招

きし、これからの介護予防の在り方についてご講義をいただきましたが、これまでの

反省として介護予防の視点が機能回復訓練に偏り、活動や参加という部分に焦点を当

ててこなかったことが挙げられました。これからの介護予防は地域においてリハビリ

テーションの専門職も活かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態にな

っても生きがいや役割を持って生活できる地域の実現を目指して参ります。 

  資料の３０ページをご覧願います。 

  本協議会の開催と並行して、この４月より新しい介護予防の考え方に基づき、地域
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リハビリテーション活動支援事業はスタートいたしました。 

  本事業は、地域における介護予防の取り組みを強化するため、通所、訪問、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場へリハビリテーション専門職の参

加は不可欠でありますが、今回は個別訪問リハを数件行ったあと、個々の介護予防ケ

アプランの作成にあたり、八雲総合病院リハビリテーション室との連携・支援のもと

各専門職が参集し、それぞれの専門視点から活発な意見交換を行いました。 

  今後の展開は、ケアプランに基づく具体支援と評価・検証から、要支援に関する能

力を最大限に生かし、生活行為の改善へつなげていくことや、適切なアセスメントに

基づくＡＤＬ（ＩＡＤＬ）訓練の提供から活動を高めることを目指して参ります。 

  以上で、報告を終わらせていただきます。 

〇委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  なければ、以上で保健福祉課の質疑を終わります。 

  次に、介護老人保健施設より説明願います。 

  介護老人保健施設事務長、太田越君。 

〇介護老人保健施設事務長（太田越宣晴君） それでは説明事項、介護老人保健施設特

別会計決算について説明いたします。 

  ２ページをお願いいたします。 

  収益的収入ですが、第１款施設運営事業収益は、当初予算額、補正額合わせて最終

的な予算額が３億７，５８７万３，０００円で、決算額は３億７，５８７万９，０３

４円で６，０３４円の増でございます。 

  第２款訪問看護事業収益は、第２項事業外収益で３９万７，０００円で、一般会計

補助金でございます。決算額も同額でございます。 

  続いて、収益的支出では、第１款施設事業費用で予算額が合計で３億７，５８７万

３，０００円、決算額が３億７，５８０万８，４５５円、不要額が６万４，５４５円

になりました。 

  第２款訪問看護事業費用は予算額３９万７，０００円で、決算額が３９万５，２７

４円、減価償却費と企業債償還金でございます。不用額は１，７２６円でございます。 

  中段になりますが、介護老人保健施設の事業収益は、収益的収入から収益的支出費

用を差し引いて純利益が７万５７９円。同じく訪問看護事業も差し引きで、純利益１，

７２６円となり、平成２６年度の純利益は７万、２，３０５円となりました。 

  次に、資本的収入及び支出ですが、資本的収入はございません。 

  資本的支出は、企業債償還金で決算額が２，２２９万３，４６２円。不用額は５３

８円となっております。 

  次ページをお願いします。 

  損益計算書でございます。 

  介護老人保健施設において、事業収益の内訳は施設サービス費ほか記載のとおりで、

総計２億９，９６８万４１６円となっております。 
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  同じく事業費用は給与費ほかで、総計３億５，４３３万２３４円で、差し引き事業

利益は５，４６４万９，８１８円の減、事業損失となってございます。 

  事業外収益は他会計補助金ほかで、総計７，６１９万８，６１８円。事業外費用は

企業債利息ほかで９５１万８，２２１円、差し引きで６，６６８万３９７円が事業外

利益となります。事業外利益から事業利益を減額した１，２０３万５７９円が経常利

益となりますが、賞与等引当金の特別損失が１，１９６万円あり、差し引き７万５７

９円が老健施設の純利益となります。 

  訪問看護事業においては、事業実績はございませんが、建物備品等の減価償却もあ

り、決算額で２４万７，１２３円で、事業利益は同額の損失となっております。 

  事業外収益は一般会計補助金で３９万７，０００円で、事業外費用は企業債利息で

１４万８，１５１円となり、差し引き２４万８，８４９円が事業外利益となります。 

  事業外利益から事業利益を差し引いた１，７２６円が訪問看護純利益となり、総計

で７万２，３０５円が平成２６年度の純利益となっております。 

  続いて４ページをお願いします。 

  貸借対照表でございます。 

  固定資産の有形固定資産は、各項目から減価償却累計を差し引いたもので、建物で

２億４，０６３万６，３３９円。機械器具備品で４３１万３，４７２円。車両で１４

２万３，９３０円となり、総計で２億４，６３４万９，３７０円となります。 

  投資において、奨学金貸付等はありませんので、固定資産合計が同額となります。 

  流動資産は現金預金が１億５１８万８，０５１円で、未収金は療養費未収金ほかで

総計４，４７９万３，９１３円となり、流動資産合計が１億４，９９８万１，９６４

円でございます。 

  資産合計は、固定資産流動資産の合計で３億９，６３３万１，３３４円となりまし

た。 

  次に、固定負債は企業債で３億１，０９６万６，３３２円で、企業債合計となりま

す。 

  流動負債は未払い金、預り金及び引当金合計で２，２２３万４，２３８円で合計の

３億３，３２０万５７０円が負債合計となります。 

  資本金は自己資本金が２，６９６万２，０００円で、借入資本金は企業債で３億３，

３２５万９，７９４円で、総計が資本金合計で３億６，０２２万１，７９４円となり

ます。 

  剰余金は資本金剰余金で１，４３１万１，５９９円、利益剰余金は繰越利益剰余金

と純利益の合計２，１８５万７，１６５円となり、総計３，６１６万８，７６４円が

剰余金合計となります。 

  負債合計と資本合計の合算が、負債資本合計で３億９，６３３万１，３３４円とな

り、資産合計と同額となります。 

  ５ページをお願いします。 

  剰余金計算書は先ほど述べた剰余金の内訳でございます。 
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  平成２６年度の純利益で７万２，３０５円、合計２，１８５万７，１６５円が、平

成２６年度の未処分利益剰余金となります。 

  資本剰余金は国庫補助金で、前年度未処分１，４３１万１，５９９円が次年度繰越

資本剰余金となります。 

  ６ページをお願いします。 

  剰余金計算書は年度別内訳でございます。 

  平成２６年度は、老人保健施設で７万５７９円、訪問看護ステーション１，７２６

円、合計７万２，３０５円が純利益でございます。 

  今までの累計で２，１８５万７，１６５円が利益剰余金となります。 

  以上が、平成２６年度の介護老人保健施設特別会計決算でございます。 

  続いて説明事項の２、補正予算第１号について、７ページをお開きください。 

  収益的収入及び支出の予定額は、収入支出それぞれ３５４万６，０００円を増額し、

総額を３億６，９２３万４，０００円にしようとするものでございます。詳細は予算

内訳で説明いたします。 

  議会の承諾を経なければ流用することのできない経費は職員給与費で、１４３万４，

０００円の増額で、総額が２億４，９７９万１，０００円でございます。他会計から

の補助金は一般会計補助金で、７，０９０万８，０００円にしようとするものでござ

います。 

  次ページが内訳でございます。 

  始めに収益的支出についてです。 

  給与費の賃金で介護助手賃金は、昨年度家族の転勤に伴う急きょの退職のため一時

的な補充要因として、また臨時看護師の増額は看護師の病気入院による補充要因とし

てそれぞれ増額しております。経費においての修繕料は、ノロウィルス等の感染予防

対策としての改修で、畳部屋のフロア化及び食堂ホールの床マットの増設を伴うため

の増額でございます。委託料は会計システム保守管理委託料、リース契約の変更に伴

うものと、昨年度２階フロアマットのリース契約終了に伴い１回の清掃でしたが、本

年度からは年２回の清掃を行うための追加でございます。次に、新設の役務費ですが、

当施設では主に遠方の方の家族より洗濯代及び理容・理髪代等を個人負担より預り金

を受けておりますが、対象者は１５、６名で総計４０万円から５０万円ほどになるこ

とから、盗難また使い込みなどの不正使用などの事故につながりかねないことから、

今金町監査委員より昨年の末にご指摘を受け、改善に伴う創設でございます。既に洗

濯代においては業者に直接振り込みによる支払の変更を行っておりますが、理容・理

髪代は全員が２ヶ月前に行っており、施設の役務費として１０５万６，０００円の増

額を計上するものでございます。利用料としては上記収益的収入、その他事業外収益

で理容・理髪料と同額増額しております。 

  収益的収入では、他会計補助金の一般会計補助金に２４９万円の増額は財源調整に

よる増額でございます。 

  その他事業外収益は前述のとおりでございます。 
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  以上が、平成２７年度補正予算第１号でございます。 

  続いて報告事項です。 

  ９ページをお開きください。 

  施設の運営事業状況においては、平成２６年度４月から３月まで１年間ですが、村

営計算書でございます。 

  老健施設事業収益は、事業収益（１）で２億９，９６８万４１６円、事業外収益７，

６５９万５，６１８円、合計３億７，６２７万６，０３４円。対前年比で２，４３４

万９，７４７円の増でございます。 

  また下段の老健施設事業費用は事業費用（３）で３億４，２６１万７，３５７円、

事業外費用（４）９６６万６，３７２円と、下段の特別損失１，１９６万円の合計で

３億６，４２４万３，７２９円（Ｂ）。対前年比で１，２３３万５，１２７円の増額

でございます。純利益は収支で１，１９５万５，４６０円の増となっており、ちょう

ど特別損失分が増額となっております。 

  続いて１０ページをお願いします。 

  利用状況でございます。 

  平成２６年度の年間介護老人保健施設の利用状況ですけども、右側の４月～３月計

で２万６，７８８人、対前年比１０８人の減。日平均在所者数が７３．４人、対前年

比０．３人の減でございます。これは表中の３月期ですけども、ノロウィルスの発生

で入所制限等のため、予定の人数が幾分か動かなかったものが主な原因でございます。 

  通所利用者は４月～３月期で１，５９６人、対前年比２４１人の増と大幅な伸びで

あり、新年度においても増員を見込んでおります。平均日通所者数６．５人、対前年

比０．９人の増でございます。 

  なお、次ページからは年度別利用状況調書及びグラフでございます。昨年度までの

１２年間の集計でございます。のちほどご覧くださいますよう、お願いいたします。 

  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（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。 

  なければ、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、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝希君） それでは私の方から、病院関係についてご説明申し

上げます。 

  病院からは説明事項２件、報告事項１件となっております。 

  まず始めに説明事項１、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定決算案、

それから説明事項の２、平成２７年度補正予算第１号の、それぞれ概要について私の

ほうからご説明を申し上げ、内容等についてはのちに川崎の方からご説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 
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  始めに、説明事項１、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定決算案に

ついて、その概要を説明いたします。 

  資料の３ページ目になります。 

  本会計の収益的収入及び支出の決算額は、収入総額で７億７，４３９万４，６７５

円、支出総額では７億７，３５０万５，３９６円となり、この結果、当該年度の純利

益は８８万９，２７９円となりました。 

  また、資本的収入及び支出の決算額は、収入総額で２３４万円、支出総額で３，２

５３万４，３８８円となり、このことにより資本的収入の不足額につきましては、損

益勘定留保資金で補てんをしております。 

  以上、決算の概要を申し上げました。 

  続いて説明事項２、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

１号の概要について申し上げます。 

  資料の１０ページになります。 

  第２条、業務の予定量の変更では、主な建設改良事業、イの医療機械器具購入費を

７８万３，０００円から、１，２１２万３，０００円に変更するものであります。 

  第３条、収益的収入及び支出の補正では、既決予定額から収入支出それぞれ４２６

万８，０００円を減額し、予算総額を収入支出それぞれ７億６，７８２万８，０００

円にしようとするものであります。 

  第４条の資本的収入及び支出の補正では、第１款資本的支出の既決予定額に１，１

３４万円を追加し、総額を３，６５９万３，０００円に改めるもので、追加の主なも

のは、建設改良費でホルタ―心電図解析装置の更新、ウォーターベッド型マッサージ

器の新規購入であります。 

  また、このことにより資本的収入の不足額につきましては、損益勘定留保資金で補

てんをしております。 

  第５条の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、職員給

与費において既決予定額から１，５００万８，０００円を減額し、補正後の予定額を

４億６，１３６万３，０００円に改めるものであります。 

  第６条、他会計からの補助金の補正では、この会計へ補助金を受ける額８３７万４，

０００円を９１４万７，０００円に改めるものでございます。 

  それぞれの内容、それから報告事項につきましては、川崎主幹より説明申し上げま

す。 

〇委員長（川上絹子君） 国保病院主幹、川崎君。 

〇国保病院主幹（川崎妙子君） それでは、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定決算案について説明いたします。 

  ４ページをお開きください。 

  損益計算書について説明いたします。 

  １．医業収益の合計３億８，３９８万３，７４３円から、２の医業費用の合計７億

４，７９２万４，６２２円を差し引いた、３億６，３９４万８７９円が医業損失とな
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ります。 

  ３．医業外収益の合計３億９，０４１万９３２円から、４の医業外費用の合計２２

９万３，０７０円を差し引いた、３億８，８１１万７，８６２円が医業外利益となり

ます。 

  ６．特別損失の合計２，３２８万７，７０４円、これは地方公営企業会計制度改正

による会計基準見直しにより、前年１２月から３月までの期間にあたる賞与について

特別損失としたもので、平成２６年度限りの取扱いとなります。 

  医業損失と医業外利益を合計した額から特別損失を差し引いた８８万９，２７９円

が、平成２６年度の純利益となりました。 

  次に５ページをお開きください。 

  貸借対照表について説明いたします。 

  資産の部で、１．固定資産の合計は７億２，０００万７，５２９円で、２の流動資

産合計は３億２，７８５万９，２６８円となります。これをあわせた資産合計は１０

億４，７８６万６，７９７円となりました。 

  会計基準の見直しによりリース会計が導入されましたので、リース資産が増額して

おります。 

  続いて６ページをお開きください。 

  負債の部で、４．固定負債の合計は１億１，９６２万９，５０２円で、会計基準の

見直しにより企業債について資本の部、資本金から負債の部へ移行し、平成２６年度

償還分を差し引き後の額となっております。 

  また、リース資産に係るリース料について、長期リース債務となりますので、その

分が増額しております。 

  ５．流動負債の合計は５，８３８万２，２４４円で、会計基準の見直しによりリー

ス資産に係る翌年度１年間のリース料について短期リース債務とし、また１２月から

３月までの期間にあたる賞与について引当金となりますので、その分が増額しており

ます。 

  ６．繰延収益の合計は１０億５４６万５，０００円で、会計基準の見直しにより国・

道補助金が、資本の部の剰余金から繰延収益へ移行し、平成２６年度収入した補助金

分を合計した額となります。負債合計は２億８，３４７万６，７４６円となりました。 

  資本の部、７．資本金の合計は７億６，０２８万９，８６４円で、８．剰余金の合

計は２，９９２万１，６００円となります。 

  資本合計は７億６，４３９万５１円となりました。 

  負債と資本をあわせた負債資本合計は、１０億４，７８６万６，７９７円となりま

した。 

  次に７ページをお開きください。 

  剰余金について説明をいたします。 

  資本金の当年度末残高は７億６，０２８万９，８６４円、剰余金合計は２，９９２

万１，６００円で、翌年度に繰り越しとなります。 
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  先ほど説明をいたしましたが、会計基準の見直しにより資本金及び資本剰余金の

国・道補助金について負債へ移行されたため、残高が減少しております。 

  利益剰余金のうち、減債積立金の残高は６，４６９万４，２５９円で、前年度と同

額であり、未処分利益剰余金は前年度末残高９，１４０万４，９５１円に、当年度純

利益８８万９，２７９円を加えた、９，０５１万５，６７２円が当年度未処理欠損金

となり、これが翌年度に繰り越しとなります。 

  次に８ページをお開きください。 

  こちらは損益計算書の明細であり、収益と費用をそれぞれ勘定科目別に記載をして

おります。 

  続いて９ページをご覧ください。 

  こちらは医業収益の入院と外来の月別内訳となります。 

  表の下段となりますが、平成２６年度の入院収益は１億７，４７４万４，９５９円

であり、前年度比較４．１％の増。延患者数は７，３５３人。外来収益は１億７，２

６６万６，７４４円で、前年度比較２．９％の減。延患者数は２万３，９８５人とな

りました。 

  以上で、決算内訳の説明といたします。 

  続いて、報告事項２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１号について、その内容を説明いたします。 

  １１ページをお開きください。 

  始めに、収益的収入について説明いたします。 

  １款、２項、３目他会計補助金において４１万３，０００円の追加は一般会計補助

金であり、４目他会計負担金で４６８万１，０００円の減額は一般会計負担金で、財

源調整によるものでございます。 

  １２ページをお開きください。 

  次に、収益的支出についてです。 

  １款、１項、１目給与費において１，５００万８，０００円の減額は医師の退職に

伴う給料、手当、法定福利費の減額でございます。賃金１，９１４万円の追加は非常

勤医師及び臨時看護師外賃金でございます。２目材料費において３１万２，０００円

の追加は医療消耗備品の購入費でございます。３目経費において９３１万２，０００

円の追加は非常勤医師、期間雇用看護師に係る旅費交通費、消耗備品費等、所要の予

算を計上しております。修繕費の３６万３，０００円の追加は医療機器の修繕費でご

ざいます。 

  １３ページです。 

  委託料で４６２万２，０００円の追加は診療業務委託料外非常勤医師、期間雇用看

護師に係る紹介料、また病院職員に対する接遇研修の委託料を計上してございます。

５目減価償却費において３６万５，０００円の追加はリース資産減価償却費が主なも

のであり、７目研究・研修費において７５万１，０００円の追加は全国自治体病院函

館学会参加に係る経費が主なものでございます。 
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  １４ページをお開きください。 

  次に、資本的支出について説明いたします。 

  １款、１項、１目資産購入費において１，１３４万円の追加は医療用器械器具購入

費であり、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。 

  １５ページをご覧ください。 

  医療用器械器具購入については２台を予定しております。 

  まず１つ目は、ホルタ―心電図解析装置であり、現存機器は対応年数を超え使用し

ているため修理部品の終了など、メーカーのサポートも不能となるため更新するもの

です。 

  １６ページをご覧ください。 

  ２つ目は、ウォーターベッド型マッサージ器であり、こちらはより効果的なリハビ

リテーションを図るため新規に設備するものです。 

  以上で、補正予算の説明といたします。 

  続いて、報告事項１の平成２７年度収支報告４月分について説明いたします。 

  １７ページの損益計算書をご覧ください。 

  平成２７年４月の病院事業収益は２，６１２万９，０００円で、入院・外来収益の

減少により前年同期比較２２．２％の減となっております。 

  病院事業費用は３，２５２万９，０００円で、前年同期比較５．９％の増となって

おります。 

  続いて資料１８ページをご覧ください。 

  月別患者数及び収益一覧等について説明いたします。 

  ４月の入院収益は１，１７２万７，１０６円で、前年同期比較３１．８％の減とな

っており、延患者数は４６２人、前年同期比較２７．６％の減となっております。 

  また、外来収益は１，３１２万９，９９９円で、前年同期比較１２．２％の減とな

っておりますが、延患者数は２，１４６人、前年同期比較１４．２％の増となってお

ります。 

  以上で、国保病院所管の説明といたします。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。 

  なければ、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。全体を通して何かありませんか。 

  最終的に、合同委員会が必要となる案件についてを確認願います。 

  委員会から何かありますか。 

  次に、理事者から何かありますか。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 私共の方からお願いしたい部分につきましては、総務厚生常

任委員会所管でありますが、議案第１号のまちづくり総合戦略室の設置条例の制定に
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ついて。２点目は機構改革についてであります。いずれも全議員に設置に対する趣旨

等を事前にご説明申し上げておきたいということで、是非ご配慮を賜ればと思ってお

りました。 

  次に、報告をさせていただきたいことが１点あります。 

  本定例会に直接関係するものではありませんが、この間の流れにより報告事項とし

て、せたな地区で進められております風力発電の送電経路についての今後の予定等に

ついて、５月に電源開発の方から説明をいただいております。議会の方に説明・報告

をさせていただき、のちに住民サイドの方に説明に上がりたいという部分があります

ので、この機会に報告をさせていただきたいと思っております。 

  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（川上絹子君） 確認します。 

  議案第１号、まちづくり総合戦略室設置条例の制定について。２番目の機構改革に

伴う今金町行政組織規則の一部改正について。報告事項、今金・せたな風力発電線計

画についてです。 

  それでよろしいですか。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆様にはご出席ありがとうございました。 

  退席をお願いいたします。 

  ４時まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時５０分 

開議 １６時００分 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  これより、平成２７年度本委員会の所管事務調査についてを議題といたします。 

  内容については、局長より説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは内容について説明させていただきます。 

  この件に関しましては、通常３月定例会におきまして、調査項目をそれぞれ示し議

長に申し出を行いまして、議長発議により閉会中の継続調査の申出を行っているとこ

ろであります。 

  今年度につきましては改選期の年でもありまして、６月定例会に向けて議長に申し

出をしようとするものでありますが、この申出につきましては３月定例会においてこ

れまで日程を決定して所管事務調査のみを申し出ておりましたが、今回からは１年を

通じて、通年のあいだ委員会の調査が開催できるように申出をしたいということであ

ります。あえて言いますと、何月何日、所管事務調査のためということはあえて謳い

ません。皆様の方に閉会中の継続調査の申出ということで付けておりますが、これ１

本で、これをやることによって閉会中、議会の前の委員会も開催可能になります。今
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までは何もそういう規定がありません。規定はあったのですが、そういう申出をして

おりませんでしたが、今度は委員会前であろうと、以後であろうと、申出によれば議

会の了承を得なくても委員会が議長の申出によって可能だということであります。 

  そういうことで、この文書を出すことによりまして、通年を通してやろうとするも

のであります。 

  また、これまでは所管事務調査につきましては、７月後半に行っておりました。例

年そうだったのですけども、７月後半と言いますとまだ予算の執行が、ましてや今年

は改選期なものですから、予算の執行がそれぞれ遅れております。 

  また、総務関係の事業の着手も遅れておりますので、時期的には別にいたしまして

も、７月以降の実施が望ましいのではないかというふうに考えております。それはあ

くまでも事務局的なことでありますけども、皆様のお手元に所管事務調査事項一覧表

というものが、平成１９年から行っているものを付けております。 

  またカラーで都度、部門ごとに年度別で付けているものがあります。これを見てい

ただきながら、少し時間をかけて見る場所を皆さんでご協議した方がよろしいのかな

と思っておりました。 

  そういうことで、きょう皆さんの方には冊子でお配りをしております。事務事業調

書という、新議員さんの方には新議員説明会のときにお渡しをしております。今金町

の事業すべてが載っている調書であります。この部分で、総務厚生常任委員会の所管

するものをピックアップしていただきながら、そういう箇所をみていくという方法も

ありますし、継続でやられている方もおりますけども、新しい委員会でありますので

そういう中では昨年見ていたところも決して見てもらっても構わないところであり

ます。 

  また、去年、所管事務調査の報告でせせらぎの非常階段が腐食したということで、

今回６月にその効果が出まして、補正でその部分が付けられるようでありますので、

そういうことも見ながら所管事務調査を実施していきたいなというふうに考えてお

りますので、ご協議のほど、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。 

  所管事務調査については、いま局長がこれまでの経過と今年度の考え方を説明いた

しました。 

  調査箇所については、皆様に配布いたしました２７年度事務事業調書及びこれまで

の調査事項一覧を参考にしながら協議したいと思います。 

  まず１点目の、通年での常任委員会閉会中の継続調査について、ご意見をいただい

きたいと思います。 

  何かありませんか。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） いままでは何月何日、どこどことずらっと１０項目並

べていたやつが、これ１つで通年できるようになるということであります。 

〇委員長（川上絹子君） なければ、通年での閉会中の継続調査の申出を議長に提出す

ることといたします。 
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  次に、所管事務調査の調査箇所について協議いたします。 

  何かありませんか。 

  まず時期的にいつ頃がいいか皆さんの都合も、この時期がいいのではないかという

意見も出してほしいのですけども、何かありませんか。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 毎年は７月後半に。これは所管の課長、担当者がそれ

ぞれこちらから提案した箇所について説明をしながら、所管の議員さんはもちろん、

副町長以下課長職が付いて説明に上がっています。だから、総勢１５、６名の移動に

なると思います。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 通年で所管事務調査をするというのは、これは今までと違う

方法としては、その時代にあった新しい考え方で私はいいと思うし、そうあるべきだ

という気もします。 

  もう１つの常任委員会と違って、予算の執行時期とかというのは、この総務厚生の

中ではあまり、視察調査をする日程というのは遅くても早くてもそんなに変わりはな

いのかなという気がするのですよ。 

  調査箇所については、いま出ているものを中心にして、その課によってここを是非

見ていただきたいというのが、これまでもそうでしたし、今回もそうあるものという

ふうに思うのです。ですから所管課と１日日程の中で、どんな箇所を見るかというの

はここでいきなり出てきて決定というのは、なかなかならないと思うのですよ。だか

ら正副委員長並びに事務局、それから所管課の中で、特に今年は１年目ですから。日

程だけここで大体のことを決めていって進めていかれた方がいいのかなという気は

するのですよ。 

  こういうやり方というのは前例がないので、そういう取り組みをしていただいた方

がいい気はするのですけども、いかがですか。 

〇委員長（川上絹子君） いま山崎委員の方から、日程だけをとりあえず決めるという

形で意見が出ましたけども、皆さんはどう思われますか。 

  時期をいつ頃にしたらいいでしょうか。今までは７月の下旬だったのですけども、 

（何やら言うことあり） 

〇委員長（川上絹子君） 局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） これまで７月上旬というのは、全道議会議員研修会が

あるということもありました。２常任委員会でやっていましたので、どうしても４日

間その時間を取られたわけですよね。今回になると所管事務調査の日と、実態調査の

日と、まとめの日は２日あればいいものですから、７月中旬は厳しいと思いますが、

下旬頃であれば可能なのかなというふうに考えております。 

  また８月に入るとどうしてもお盆時期に入ってしまう部分があって、後半になって

くると議会の関係で、監査の関係になるのですけども、決算審査が入ってくると。そ

こで総務厚生も産業教育も入れて４日というのは厳しいのかなと。どうしても９月の

前半にかかってしまうとなると、ここの常任委員会は７月後半あるいは８月の頭とか。
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あとは９月頭。 

  とりあえずは見る場所とかを。事業がもしやっているところであれば。ただ福祉施

設だとかそういうところというのは時期はあまり関係ありませんので、そういう部分

では可能なのかというふうに思います。 

  例年通り７月の後半でも構わないというふうに事務局的には思っております。 

〇委員長（川上絹子君） 局長より７月の下旬でも構わないという話が出ておりますけ

ども、皆さんどうでしょうか。 

  では７月下旬ということを目途にして、行ないたいと思います。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、７月下旬、関係課との協議をしながら箇所

設定をかけながら進めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  通年でやるということも了解をいただきましたので、よろしくお願いいたします。 

〇１０番（山崎 仁君） 通年でやるということで、今回、実態調査の日程が７月下旬

ということは了解するのですけども、必要に応じて調査が必要と認められたときには、

その都度、常任委員会を招集しながら進められるというのが、先ほど言った通年の意

味ですよね。そのことを確認しながら、時期的にはそれでいいのですけども、調査の

範囲がどこまで及ぶのか。いわゆる所管課の事務事業の中で、例えば町外に実態調査

に行くということも可能なはずなのですけども、その辺のところも事務方のところで

整理をしていただいて。要するに実態調査をしていく中で、もしかしたらそういう事

務事業の実態を町外に求めるということがもしかしたらあるかもしれない。そのこと

が可能かどうかも含めて現状確認をしておいていただきたい。 

〇委員長（川上絹子君） 局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 所管事務調査という名のもとの町外、例えば補助して

いる団体だとかそういう場所ということですね。 

  これは規定が結構あるので、町の補助がない部分で行ったりすると越権行為でやら

れる場合もありますので、この辺は調査をしながら全道の事務局長会議の中でも話が

出ておりますので、その辺を調査しながら箇所的には行ける場所、行けない場所とい

うのは決まると思いますので、調査をいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 行けるところ、行けないところとあるのだけども、実態調査

が町外に及ぶのは可能なのですよ。ただ必要かどうかという話も出てくるので、もし

この常任委員会で実態調査をするにおいて、町外の事例も見る必要があるとなったと

きに対応できるようにしておいてくれということなのですよ。必要がなかったら言う

必要はないのだから。 

〇委員長（川上絹子君） 局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） ちょっと整理します。 

  これは実態調査という形の中で、研修視察とは別物だという解釈でよろしいですね。 

  わかりました。 

〇委員長（川上絹子君） それでは、町外の補助している場所に限り実態調査が必要と
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認められた場合には、調査に行く可能性もあるということでいいですか。 

〇１０番（山崎 仁君） そのことが可能かどうかも含めて整理してみてくださいとい

うこと。 

〇委員長（川上絹子君） それが可能であるかどうか、局長の方で整理してください。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） そのように対応して参りますので、よろしくお願いし

ます。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  それでは、その他についてを議題といたします。 

 第５次今金町総合計画後期計画策定審議会委員の委嘱について、局長に説明いたさせ

ます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） きょうもお話がありました、第５次今金町総合計画後

期計画の策定審議会の委嘱ということで町の方から要請がきております。 

  これにつきましては、２３年度から総合計画が始まっておりますけども、２６年で

前期が終わります。２７年から後期が始まるのでその中で常任委員会から２名の方を

推薦いただきたいということで依頼がきております。 

  これまでは正副委員長が出ていたようでございますけども、ここの総務厚生常任委

員会ではどういうような形で議員を推薦するかをご協議いただければというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（川上絹子君） ただ今の局長の説明に対して、何かございませんか。２名の

推薦をということですけども、希望者いませんか。 

〇７番（日置紳一君） 委員長と副委員長でお願いしたいと思いますけども。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  なければ、委員長と副委員長の芳賀君を推薦いたします。よろしいですか。 

  総務厚生常任委員会からは、川上君、芳賀君を推薦いたします。 

  次に、全道議会議員研修会後の視察について、局長に説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） このことにつきましては、前回の第３回臨時会の前に

お話をしております。７月７日から８日に開催されます、全道議会議員研修会につき

ましては、北海道議長会からの公務出張であります。８日に時間の余裕があるとすれ

ば、どこか行程を変えながら視察する場所があればということで、お願いをしており

ました。適当な場所がありましたら提案していただいて、それで６月定例会に行程表

を提出する形になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そうでなけ

れば、次の日に真っ直ぐこちらに帰って来るという形になりますので、よろしくお願

いします。 

〇委員長（川上絹子君） いま局長から説明がありましたが、研修視察をするとした場

合、それぞれの意見をお伺いいたします。 

  芳賀君。 
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〇５番（芳賀芳夫君） 前回、この件についてそれぞれ各議員でそういう希望があれば

事務局の方にというお話であったのですが、それは何もなかったということですか。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） いまのところ事務局には一切その情報はきておりませ

ん。ただ私の方では両常任委員会がありますので、訪問先を改めて選ぶというと時間

がなくなりますので、帰ってきて今金町に有効な、例えば観光施設だとかがあればそ

ちらに寄るのも構いませんよというお話はしておりますけども、事務局の方には一切

そのものはきておりません。 

  ここで意見がないようであれば、最終的に議会運営委員会が１１日にありますので、

その席上で決定する形になります。それ以降になりますと、議会に提案する議案の問

題が出てきますので、なくなるということもありますので、ご了承いただければと思

います。なければここでは出さなくてもいいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 今の話は議運で決定ということで確認はしているのですけど

も、どこか視察先があるのであれば申出るということはまだ生きているのだよね。議

運の開催まで個人的に事務局に届けてもいいと。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） これは前回の議運の報告のときに委員長からも６月１

１日までにということでありますので、生きております。 

〇委員長（川上絹子君） 芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 産教の委員会の方もあるものですから、そこでまた新しい視察

先が出てくるかもしれないですから。 

〇委員長（川上絹子君） それでは、あと産教の方からの意見もあわせまして、そのあ

と改めて協議をしたいと思います。 

  他になければ、次に、常任委員会行政視察についてを議題とします。 

  局長に説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、常任委員会の行政視察ということでありま

す。この部分につきましては、項目を調査・研究し、知識や見聞を広める主旨から研

修視察をこれまで行ってきたところであります。 

  改選期になりましたので、新たな行政視察ということもあるとすれば、その研修に

あたり行政視察企画書の作成をすることは当然であります。もし実施する方向となっ

た場合は９月定例会に向けてこの部分は進める形になると思います。予算、目的、場

所、時期が必要であることから、今年度実施する、しないも含めましてご協議をいた

だきたいなというふうに思います。 

  もし、そういうことで研修をするとなりますと、いままでも特別委員会でやったこ

とがあるのですが、感想文的なものを議員さんの方々に書いていただくような方向で

両常任委員会を進めたいと思っています。全然長くはいりません。もしそういう目的

があるとすれば、こういうことを感じたという感想文も提出いただくことをお願いし

ながら、今年実施する、しないも含めて。もし実施するとなれば９月までの間に。実
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質９月までの間といいますと、８月の後半には予算どりしますので、８月前半くらい

に決定しておかないと間に合わなくなります。そのためには常任委員会でいろいろな

詰めをしていかなければならないと思いますので、今年度やるとすればどういうこと

があるか。これは事務局に一任されることでもないので、是非そういう今金町に今後

有効と思われるような視察地があれば、皆さんとご協議をしていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） いま局長から説明がありましたが、研修視察をするとした場

合、どのような項目が考えられるか、それぞれ意見があればお伺いいたします。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それぞれ調査する目的があったと思うので、私はその

ときにはいなかったのでわからないのですが、たぶん２年目ではないかなと思うので

すよね。 

〇５番（芳賀芳夫君） 道外が２年に１回という話でしたよね。４年に１回か。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 違います。 

  これちょっとまとめさせてください。 

  基本的に、研修視察というのは、昔は道内１回、道外１回というのがあったのです

よ。これは１９年の基本条例を変えたときに、必要であればそれは何回でも構わない。

それを理事者の方も予算付けるときに道内１回、道外１回という安易な回数制限をし

ていたのですけども、いまの状況の中ではこれが今金町に有効だということであれば、

それは道外であろうが道内であろうが、回数に制限は別にないわけですね。そのため

には、企画書とか目的など様々書きながら出していかないとだめですよということな

ので。まず道内、道外１回ずつという感覚は離れてください。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） いま局長が言ったとおり、平成１９年の基本条例を策定する

段階でこの話が決まりました。ということは、今金町にとって政策、課題となるもの

もそうですし、資質の向上も含めて自ら研修の場を求めていくということでは、それ

までやっていた常任委員会ごとに道内１回、道外１回というのは廃止しようと。これ

は議会側からの申出です。その代り、先ほど言った、議会側からの、いわゆる常任委

員会が求めることによって目的等を明確にしながら企画をし、理事者側に予算要求を

する。これは政務活動費を今金町の場合には採用していませんから、都度、要求をし

ていくということに決まっていますから。いま局長がここでテーマとした９月定例会

までというのは、今年度の話だと思うのですよ。ですから、今年度緊急な政策・課題

となるようなものがあれば、皆さんで意見を出し合いながら目的をもって視察をする

という。 

  それから、改選期はそういうことで、それ以降の３年間については、当初予算で予

算計上しながら、１２月までに予算を計上し、当初予算で認められた中でいくという。

それが３年の中で３回、もし必要と認めるものがあればそれぞれ予算要求をしながら、

査定もあるわけですけども、要求していくということで、局長いいですね。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） はい。ありがとうございます。 
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〇委員長（川上絹子君） 委員の皆様から何か、こういうところに行ってみたい、勉強

してきたいと思っているところはありませんか。 

〇１番（岸 徹也君） もう少し精査して調査して報告できればいいのではないかなと

思います。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） いま山崎委員の方から仰られたとおり、改選期につき

ましては９月でないとその部分は計上できないということであります。 

  十分視察する場所等々についても協議する必要があるとすれば、先ほど通年で閉会

中に委員会が開催できるということもありますので、都度、そういうところで話題を

出しながら。次年度は１２月までに、今年の１２月までの新年度予算を組む段階です

から、それまでに提出しなければならないとすれば、それに向けていくというのも１

つの手でしょうし、これから何回か常任委員会が開催されると思いますので、その都

度、協議をしていきたいなというふうに考えております。委員長の方にもその旨開催

していただくような方向で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（川上絹子君） いま局長の話した要件でよろしいですか。 

  次に、委員の皆さんから他にはありませんか。 

  なければその他を終わります。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） 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３３分 
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