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開会 １３時２８分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（上村義雄君） きょうは、気候的には３月の下旬の陽気だそうでございます。

春が近づいてきたのかな、という感じがしておりますけれども、第１回の定例会に向けた

総務厚生常任委員会でございますので、皆さんのご意見を大いに出して頂いて、この総務

厚生常任委員会を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 
    ◎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、会議に先立ち町長よりあいさ

つをお願い致します。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、私の方からごあ

いさつと、情報提供もさせて頂きたいと思います。 
 ご存じのように、これまでの総合計画により町づくりの成果を踏まえつつ、継承と発展

を見込んだ、２３年度からの総合計画の具現化を目指してしてきております。計画的な推

進は基より、状況変化に対応した政策と、国や北海道の政策制度を活かした事業の取り組

みにも、心がけなければなりません。 
今定例議会に提案致します２６年度の予算概要でありますが、２３年度を初年度とした、

第２次今金町財政健全化推進プログラムに於ける推計予算では、一般会計４８億２００万

円との見込みでしたが、２６年度予算は５２億２２００万円とし、前年度当初予算対比で

８％増の予算と致しました。推進プログラム等では、策定当時想定していなかった事業の

実施、前倒しなどが要因で、例えば、予算概要の新規事業でありますところの、旧美利河

小学校の改修、役場庁舎の一部改修、バス２台の更新購入、あったからんどの改修、国営

事業の基金積立、消防デジタル等で、約４億円以上の予算となります。 
本常任委員会所管では、継続事業としては、戸籍総合システム導入事業、こども子育て

支援事業計画の策定事務、予防接種事業等々があり、新規事業としては、地域福祉計画等

策定業務を始めとした、先ほど申し上げた様々な事業を提案しているところであります。 
なお、これまでにも情報を出してきておりますが、消防デジタル整備事業に、２５年度

の補正予算がつくことになりました。このことから、この度の補正予算に、今金分の９５

４１万５千円の歳出と、歳入４７７０万８千円を計上し、残りの財源は、補正予算債とい

う起債を充当することで行うこととなりました。本事業は、新年度予算にも計上している

ことから、６月議会に於いて、減額補正対応をして参りたいと考えております。 
２５年度一般会計当初予算に於いて、収支不足する４億６４００万円の財源を、基金交

付金を取り崩して充当することで対応して参りましたが、この度の最終補正で、そのほと

んどを戻し入れすることが出来、今回の補正調整段階で、約７８００万円の余剰金が発生

することとなりました。この後も、歳入にも動きがあります。例えば、特別交付税の追加

分が、少しは見込まれることが予想されますが、専決で行わせて頂き、最終調整を臨時議

会で提案をさせて頂きます。 
予算編成に当っては、歳出はしっかりと積算して計上し、歳入は厳しく予測して調整し

た予算を基に、執行段階で更なる精査と、歳入確保に心掛けたことによるものと認識して

いるところであります。 



- 4 - 
 

なお、予算編成に当っては、関係機関団体等の意向反映をして予算調整を図ってきてい

ますが、より、精度の高い推進に向けるためにも、ご審議頂きますよう、よろしくお願い

を申し上げます。 
情報提供になりますが、１点目は、今金橋架け替えについてであります。この間、北海

道からの計画では仮橋を設けないことで進めていましたが、今金橋に転嫁している電気、

通信ケーブルの関係で、人と自転車が通れるくらいの仮橋を作らざるを得ないことになる、

と情報が入りました。関係基幹との協議が整いましたら、また改めて、道の方では説明会

を行うということでありますので、ご承知おき頂きたいと思います。 
もう１点は、年度繰り越しで委託業務をしております、総合体育館の耐震診断でありま

すが、２月１７日に中間の報告がありました。管理棟アリーナ、器具庫の部分について、

器具庫は耐震強度があるという計算結果ですが、管理棟アリーナは強度が足りないという

ＮＧ判定とのことで、今後４月の北海道建築士事務所協会の、耐震診断評価委員会での審

査を経て、５月下旬に業務検定及び成果品として受けていることになりますが、ＮＧとい

う診断結果が変わることは考えられないという状況にあります。このことから、この間、

改修補助を要請し、方針が決まった段階まで留め置いて頂きたいと、道の方にはお願いし

ていることもございますので、早めに、この情報を伝える必要もあり、今後の在り方につ

いても指導を受けて参りたいと考えております。 
先般、北海道農政事務所函館地域センターにより、農協と町に、新たな農業・農村政策

についての説明がありました。説明資料は、昨年１２月の農林水産省の資料に基づくもの

で、詳細については改めて今後も情報をお願いすることとしております。 
しかし、関係団体や農業者等も速やかな判断を求められることになりますので、それぞ

れの立場においても、情報の収集に努めて頂ければと思っているところであります。 
北海道から派遣を受けています国保病院の鈴木医師が、赴任任期が切れることから、特

に４月から支障があると思われる内視鏡を主として、週２日間の予定で非常勤内科医師を

確保することができる状況になりました。当面の診療体制をそういうことで整えたいと考

えているところであります。 
しかしながら、非常勤でありますので、今後の常勤医師の確保に向けて、努力をして参

りたいと思っております。 
最後でありますが、一喜一憂したソチオリンピックも幕を閉じたところであります。２

５日に帰国した鈴木選手にもお疲れ様との声を掛けさせて頂きました。 
３月に子どもの春休みに今金にも来たいと話されていましたが、出発前に皆さんに報告

したように、時間が無く激励会が出来ないということでありましたので、報告会をと話し

た経過もあります。実現に向けて、是非、考えて下さいと。３月ではなくて、別な時間を

お願いしたいという話を、改めて私の方からもさせて頂きました。 
その節には、議会を含めて皆さんにはいろいろと相談をさせて頂きながら、なんとか実

現したいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
以上、本常任委員会に於きましては、今回は、定例会の提出議案の説明をさせて頂き、

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頂き

ます。 
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〇委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 
    ◎開会の宣言 
〇委員長（上村義雄君） ただ今の出席委員は５名で、定足数に達しておりますので、総

務厚生常任委員会をただ今より開会致します。 
    ◎定例会提案案件の説明 
〇委員長（上村義雄君） ３月の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、ごくろうさまです。それでは、説明を致します。 
 ３月の定例会に提案を予定しております事案につきましては、３０件であります。その

内訳につきましては、同意案件が１件、新たに条例を制定しようとするものが２件、条例

の全部を改正しようとするものが１件、条例の一部を改正しようとするものが５件、条例

を廃止しようとするものが２件、地方自治法の第９６条２項の規定により議決をお願いし

ようとするものが１件、指定管理者の指定を行おうとするものが１件、地方自治法の２８

６条第１項の規定により構成市町村議会の議決をお願いしようとするものが１件、過疎地

域自立市町村計画の変更が１件、平成２５年度の一般会計を始め各特別会計での補正予算

が７件、平成２６年度の一般会計を始め各特別会計での予算が８件、以上３０件となって

おります。 
 それでは、平成２５年度の一般会計他各特別会計での補正予算、並びに平成２６年度の

予算を除きまして、同意第１号から議案第１４号まで、順次提案理由を簡略に説明を致し

ます。 
 同意第１号では、今金町教育委員会委員の選任同意をお願いするものであります。 
 議案第１号では、今金町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定であります。

このことは、地方自治法が改正されまして、町長の認可を受けることで不動産を保有し、

または保有を予定している地縁による団体、これは主に、自治会や町内会等を指す訳であ

りますが、これらが法人格を有し当該団体名義での、不動産登記等が可能となることから、

将来的に当町に於いても設立することが想定をされるため、認可後に於いて不動産登記を

行う際に必要となる、印鑑登録証明に係る登録及び発行のための、条例を制定しようとす

るものであります。 
 議案第２号では、今金町国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金条例制定であります。

平成２５年度より、事業を開始しました、国営緊急農地再編整備事業に於いて、事業完了

後に支払う町負担金の償還に必要な財源の確保のため、基金を設置する条例を制定しよう

とするものであります。 
 議案第３号では、今金町社会教育委員に関する条例制定であります。地域主権改革の第

３次一括法の施行により、社会教育法が一部改正され、政令及び省令において定めていた

各種事業について、国の基準を踏まえつつ地域の実情を反映できるよう、各自治体の条例

で定めるものと改正されたことに伴いまして、本条例の全部を改正しようとするものであ

ります。 
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 議案第４号では、今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正であり

ます。地域医療を担う医療機関としての、現在取り組んでいる社会福祉施設、介護施設等

に於いて、医師による院外での診療等業務、在宅高齢者等に対する訪問診療の拡充を図り、

今後ニーズが高まることが予想される中で、院外での診療等に関する医師への手当を追加

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５号では、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定であります。今

金町の学童保育所の定員について、現状の入所児童数を考慮し、定員を現在６０名から７

０名に変更するため、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６号では、今金町障がい程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部

を改正する条例制定であります。地域社会に於ける、共生の実業に向けた新たな障がい保

険福祉施策を講ずるための、関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、障がい程

度区分が障がい支援区分に変更されたことに伴いまして、文言の整理等を含め本条例の一

部を改正しようとするものであります。 
 議案第７号では、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。従前より国保病院において、電気使用料として収入をしておりました、

入院患者が病室内で使用する電気毛布、電気敷布、ラジカセ、扇風機等の電気代について

は、この度、診療報酬改定に伴いまして、これら経費が入院基本料の中に丸めている形で、

含まれるという見解が示されましたので、この後、収入が見込めなくなることから、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８号では、今金町国民健康保険奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定であり

ます。今後、医療技術職としての確保が困難となると思われる薬剤師、臨床検査技師、放

射線技師などの計画的な確保が行なえるよう、奨学金貸与の対象職種を拡大するため、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号では、今金町母と子の家条例を廃止する条例制定であります。建築から既に

４８年が経過しており、施設の老朽化も著しく当該施設の代替施設としての総合体育館や、

としべつ保健センターなどが既に機能しており、施設としての役割を既に終えていること

から、取り壊しに伴う本条例の廃止をしようとするものであります。 
 議案第１０号では、今金町農業気象情報センター設置及び管理に関する条例を廃止する

条例制定であります。本施設は気象災害の予防軽減、農作業の効率化の推進など、農業気

象を高度に利用する方策の一環として、設置されていたところでありますが、昨今の情報

通信網等の発展に伴いまして、本施設の初期の設置目的が既に果たされたという判断に至

っておりますので、使用を中止することから、本条例を廃止しようとするものであります。 
 議案第１１号では、定住自立圏の形成に関する協定の締結であります。函館市との間に

於いて、定住自立圏形成協定を締結するため、地方自治法第９６条２項の規定により、今

金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の規定に基づきまして、議会の議決をお願い

するものであります。 
 議案第１２号では、今金町観光施設に係る指定管理者の指定であります。当該公の施設

の指定管理者の指定をするため、地方自治法２４４条の２項第６項の規定に基づきまして、

議会の議決をお願いするものであります。 
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 議案第１３号では、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更であります。本組合の組

織・団体であります、上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合が解散脱退することに伴

う、規約の変更について、地方自治法の規定に基づき構成市町村の議会の議決をお願いす

るものであります。 
 議案第１４号は、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。患者

輸送バス購入事業を新規に搭載し、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、議会の議決をお願いするものであります。 
 提案議案は以上であります。 
なお、前段に一つお願いがございます。本来は合同委員会の開催の内容については事後

でありますが、説明の中で合同委員会にお願いしたい事案が４件ほどございます。それら

については、本常任委員会での説明を略させて頂きたいと思っておりますので、ご配慮を

賜りたいと思っております。 
この中身につきましては、議案第１号の認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

制定、これは税務住民課であります。これについては、全件提案の内容を省略させて頂き

たいと思っておりました。議案第４号、国保病院の特殊勤務手当支給に関する条例の一部

改正、それから議案第８号の国民健康保険奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定につ

いて、これは、国保病院の提案理由でありますけれども、内容については、説明をさせて

頂きます。 
また、合同委員会の方にお願いをしたいと思っておりました。それと、議案第１１号の、

定住自立圏の形成に関する協定の締結、これも、内容については説明をさせて頂きますが、

合同委員会の提案ということでお願いをしたいと思っておりますので、委員長のご配慮を

どうぞよろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 今、副町長から３月の定例会に向けた案件の中で、総務厚生の

部分できょう審議する案件を、議案第１号と、議案第４号、議案第８号、そして議案第１

号の部分については、この総務厚生の常任委員会での説明を省略して、合同委員会で説明

をしたいとの申し出がありましたけれども、皆さんそれで了承してよろしいですか。 
（はいの声あり） 

〇委員長（上村義雄君） はい。副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 議案の第１号は、本席では全部省略させてください。残りの３

件については、本席で概要は説明させて頂きます。 
〇委員長（上村義雄君） 概要は説明するということですね。ただ、詳しく説明はしない

と。いずれにしても、今、申し上げた４件については、合同委員会でやるということで了

承したいと思いますので、よろしくお願いします。 
今、副町長から説明がありましたけれども、これに対しての何か質疑があれば、お受け

致します。ありませんか。 
    ◎各課説明事項 
〇委員長（上村義雄君） では、これより各課説明事項についてを議題と致します。始め

に総務財政課より説明をお願い致します。総務財政課長、北見君。 
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〇総務財政課長（北見伸夫君） 総務財政課所管の総務厚生委員会資料につきましては、

岸補佐より説明を致しますので、よろしくお願い致します。課長補佐、岸君。 
〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） こんにちは。私の方からは、総務財政課の提出資料

に基づいて、１点目、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、２点目に、平

成２５年度一般会計補正予算第５号の概要について、３点目に、平成２６年度一般会計予

算案の概要について、説明事項３件からとなってございますので、よろしくお願い致しま

す。それでは、１ページ目をお開き下さい。議案第１３号の説明です。 
 １．北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、ご説明致します。 
変更の内容と致しましては、本組合から上川中部消防組合及び、伊達壮瞥学校給食組合

が解散脱退することに伴い、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、議会の議決を

求めるものでございます。 
改正内容と致しましては、別表、上川の項中、上川中部消防組合を削り、同表、胆振の

項中、伊達壮瞥学校給食組合を削るものでございます。下段に別表を掲載してございます

ので、後ほどお目通しをお願い致します。 
 続きまして２ページ目をお開き下さい。２ページ目でございますが、平成２５年度一般

会計補正予算第５号の概要についてのご説明でございます。 
 一般会計補正予算第５号について、既定予算４８億５７２７万６千円に、８５９７万７

千円を追加して、予算の総額を４９億４３２５万３千円とするものでございます。 
右側の表をご覧ください。今回の補正に係る基金の財源調整と致しまして、財政調整基

金に於いて、８９６万円の減額、減債基金に於いて３１３０万円の減額となってございま

す。 
続きまして、左の表になりますけれども、一般会計補正予算の歳入・歳出一覧について

でございますが、各項の追加・減額について、主な内容の説明とさせて頂きます。 
 まず歳入でございますが、町税９５８万６千円の追加は、個人町民税、町たばこ税の追

加が主なものでございます。地方譲与税７７１万６千円の減額は、地方揮発油譲与税、自

動車重量譲与税の減額によるものでございます。地方交付税７５９８万３千円の追加は、

普通地方交付税による追加でございます。国庫支出金５１５万円の減額は、民生費、国庫

負担金に於いて、児童手当負担金の減額、土木費国庫補助金、道路橋梁費補助金に於いて、

社会資本整備交付金の減額が主なものでございます。道支出金４１９万円の減額は、民生

費、道負担金に於いて、障がい者自立支援給付金負担金の減額が主なものでございます。

寄附金８１７万円の追加は、一般寄付金及びふるさと納税寄附金の追加でございます。繰

入金４０２０万６千円の減額は、財政調整基金繰入金、減債基金繰入金の減額が主なもの

でございます。諸収入３２４万２千円の追加は、重度心身障がい者医療費、高額療養費の

追加が主なものでございます。町債４７７０万円の追加は、消防債において消防救急デジ

タル無線整備事業債の追加によるものでございます。 
 続きまして、歳出になりますけども、総務費７８３３万５千円の追加は、財産管理費に

於いて、公共施設整備基金積立金の追加が主なものでございます。民生費２０３０万５千

円の減額は、社会福祉総務費に於いて、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の減額、老

人福祉費に於いて、介護老人保健特別会計繰出金の減額、児童手当費に於いて、児童手当
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の減額などが主なものでございます。衛生費５３３万３千円の減額は、し尿じん芥処理費

に於いて、北部檜山衛生センター組合負担金の減額が主なものでございます。農林水産業

費６５８万４千円の減額は、今金男爵ブランド向上対策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。商工費１２８７万３千円の減額は、観光費に於いて、

修繕料の減額が主なものでございます。土木費８２９万７千円の追加は、道路維持費に於

いて、除雪関連経費の追加が主なものでございます。消防費４７５２万８千円の追加は、

常備消防費に於いて、檜山広域行政組合負担金の追加が主なもので、消防救急デジタル無

線整備事業に係る追加でございます。 
 ３ページ目をご覧ください。続きまして、３ページ目からは、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・歳出共に、額の確定または精査に伴う追加・減額とな

っております。 
 歳入になりますが、２款譲与税、１目地方揮発油譲与税に於いて、２５７万円の減額で

ございます。次、２款地方譲与税、１目自動車重量譲与税に於いて、５１４万５千円の減

額でございます。６款地方消費税交付金、１目地方消費税交付金に於いて、８６万３千円

の減額でございます。７款自動車取得交付税、１目自動車取得税交付金に於いて、１２９

万円の減額でございます。９款地方交付税、１目地方交付税に於いて、７５９８万３千円

の追加は普通交付税で、財源調整による追加でございます。 
 ４ページ目をお開き下さい。１２款使用料及び手数料、５目土木使用料に於いて、２９

万１千円の減額は、住宅使用料に於いて、４６万９千円の減額、滞納繰越分で１７万８千

円の追加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に於いて、１２

５万円の追加は、社会資本整備事業交付金で、家賃減免事業の追加でございます。１５款

財産収入、１目財産収入に於いて、１０３万９千円の追加は貸家料で、函館農業事務所今

金分庁舎貸付が２か月間早まったことによる追加でございます。１６款寄附金、１目寄付

金に於いて、８１７万円の追加は、一般寄付金に於いて、ふるさと納税２２件分、一般寄

付金１件分の追加でございます。 
 続きまして、５ページ目をご覧ください。１７款繰入金、１目財政調整基金繰入金に於

いて、８９０万６千円の減額は、財政調整基金で、財源調整によるものでございます。２

目減債基金繰入金に於いて、３１３０万円の減額は減債基金繰入金で、こちらも財源調整

による減額でございます。２０款町債、４目土木債に於いて、補正予算額は０ですけれど

も、内訳としましては、中央通り線交付金事業債で５０万円の減額、こちらは事業費変更

に伴う減額。神丘１０号線交付金事業債に於いて５０万円の追加は、こちらは事業費変更

に伴う追加でございます。７目消防債に於いて、４７７０万円の追加は、消防救急デジタ

ル無線整備事業債でございます。こちらはですね、平成２６年の予算で計上していますが、

この３月定例会に於いて、国の補正予算対応による追加として、 
繰り越し明許事業とするものでございます。なお、平成２６年度に計上しております予算

につきましては、先ほどの町長のご説明の通り、６月定例会に於いて減額させて頂く予定

となっております。 
 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１２４万９千円の減額は、

人件費及び事務費の精査によるものでございます。 
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 ６ページをお開き下さい。５目財産管理費に於いて、７２６７万９千円の追加で、主な

ものとしまして、工事請負費に於いて３６０万６千円の減額は、総合体育館前車庫周辺駐

車場整備工事、旧今金保育所改修工事、土地改良区屋根・外壁改修工事、共に執行残によ

る減額でございます。負担金補助金及び交付金に於いて、１万５千円の追加は、日本ロジ

テック共同組合賛助会費で、こちらの方は、平成２５年９月から電気料金が大幅値上げさ

れた中、平成１２年度から電力小売り自由化となり、特定規模電気自動車も高圧電力につ

いての電力供給を行えることとなり、北海道電力以外の会社から安価に購入できることか

ら、この度、日本ロジテック共同組合より電力を購入するため、賛助会員になる必要があ

ったことから、新規で加入したものでございます。年会費は５万円で、今回の補正予算で

の計上は中途加入分となります。 
なお、契約している施設は、役場庁舎、あったからんど他８施設、合計１０施設の契約

を行っております。続きまして、積立金に於いて、８０１５万５千円の追加は、公共施設

整備基金積立金で、財源調整に係る任意積立分でございます。１０目財政調整基金に於い

て、３８５万円の追加は、財政調整基金積立金で、一般寄付金分の追加でございます。１

１目電子計算費に於いて、１１万円の減額は、執行残による減額でございます。 
 続きまして、７ページ目。２款総務費、１目選挙管理委員会費、こちらは旅費に於いて、

１１万７千円の減額は、実績精査による減額でございます。８款土木費、１目住宅管理費

５万円の減額は、実績精査及び執行残によるものでございます。１１款公債費、２目利子、

償還金利子及び割引金に於いて、２４万円の減額は、地方債利子で確定による減額でござ

います。 
 ８ページをお開き下さい。８ページは、平成２６年度一般会計予算案の概要についてで

ございます。歳入・歳出総額について、歳入・歳出予算額の総額は５２億２８４５万円、

前年度比３億８８７８万１千円の増、８％の伸び率でございます。使用財源調整内訳と致

しまして、財政調整基金２億５８６４万２千円、減債基金１億６８８０万円、備荒資金支

消交付金２億円、合計６億２７４４万２千円となっております。歳入・歳出額一覧につい

てでございますが、前年度と比較して増減の多額なもののみご説明致します。 
 まず、歳入でございますが、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。表の下段にあります道支出金に於いて、前年度比５１９２万７千

円の増額は、農林水産業費道補助金に於いて、農業基盤整備促進事業補助金の増額が主な

ものでございます。繰入金に於いて、前年度比１億２７４４万１千円の増額は、財政調整

基金繰入金の増額が主なものでございます。諸収入に於いて、前年度比５９５５万９千円

の増額は、 
雑入に於いて、北海道備考資金組合積立金支消交付金の増額が主なものでございます。町

債に於いて、前年度比１億５８７万円の増額は、旧美利河小学校債改修事業他、事業に係

る過疎債充当による増額でございます。 
 続きまして、歳出でございます。総務費に於いて、前年度比１億２８８０万８千円の増

額は、財産管理費に於いて、旧美利河小学校改修工事他、４工事の事業費の増額及び戸籍

住民基本台帳費に於いて、戸籍総合システム導入業務委託料の増額などが主なものでござ

います。民生費に於いて、前年度比３７７４万６千円の減額は、社会福祉総務費に於いて、 
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障がい者支援施設ひかりの里改築事業補助金の減額などが、主なものでございます。衛生

費に於いて、前年度比６２８０万１千円の増額は、保健衛生総務費に於いて、患者バス購

入事業の増額、公衆浴場費に於いて、あったからんど内外装工事などの増額が主なもので

ございます。農林水産事業費に於いて、前年度比１億９０６６万７千円の増額は、土地改

良費に於いて、農業基盤整備促進工事、国営緊急農地再編整備事業推進費に於いて、今金

町国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金積立金などの増額が、主なものでございます。

消防費に於いて、前年度比１億６２８８万６千円の増額は、常備消防費に於いて、檜山広

域行政組合負担金の追加が主なものになってございます。教育費に於いて、前年度比５０

５３万４千円の減額は、種川小学校教員住宅建設事業費の減額などが、主なものでござい

ます。公債費に於いて、前年度比１８６５万３千の増額は、元金に於いて、臨時財政対策

債の償還開始に伴う増額でございます。 
９ページ目をご覧ください。こちらは歳出性質別の内訳についてになっております。人

件費、扶助費、公債費の義務的経費の合計が、１８億２７６２万円、前年度比４５０４万

８千円、２．５％の増でございます。物件費、維持補修費、補助費、普通建築費などのそ

の他経費計が、３３億９７８３万円、前年度比３億４３７３万３千円、１１．３％の増と

なっております。 
（４）の各特別会計予算案の内訳についてでございますけれども、国民健康保険特別会

計事業など、７会計の合計は、３３億７２２８万２千円、前年度比３１１２万１千円０．

９％の増となっており、また、一般会計と特別会計の総合計は、８６億７３万２千円、前

年度比４億１９９０万２千円、５．１％の増となってございます。 
１０ページ目をお開きください。平成２６年度一般会計予算案総務財政課所管の概要に

ついての説明でございます。こちらの方、歳入ですけれども、譲与税及び交付金について

は、国の地方財政計画の率や、収入実績等に基づいて、積算計上しております。 
なお、４月１日からの消費税増税に伴い、地方消費税交付金が増額となりますけれども、

自動車取得税交付金につきましては、税制改革の影響により減額となっております。９款

地方交付税、１目地方交付税に於いて、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。 
１１ページをご覧ください。１５款財産収入、１目財産貸付収入に於いて、１９１６万

５千円の計上は貸地料及び貸家料でございます。２目利子及び配当金に於いて、３２５万

７千円の計上は、各基金に係る利子でございます。 
１２ページ目をお開きください。１５款財産収入、１６款寄附金については、科目設定

での計上でございます。１７款繰入金、１目財政調整基金繰入金に於いて、２億５８６４

万２千円の計上ですけれども、こちらは財源調整でございます。２目減債基金繰入金に於

いて、１億６８８０万円の計上は、元利償還金の２５％を繰り入れております。３目公共

施設整備基金繰入金に於いて、５千万円の計上は、各公共施設整備に対応する繰入金で、

役場庁舎外壁改修工事、あったからんど内装工事の２事業に対する繰入金でございます。 
 １３ページ目をご覧ください。１９款諸収入、２目雑入に於いて、２億２５４万９千円

の計上は、主なものと致しまして、北海道備考資金組合積立金支消交付金の２億円で、財

源調整でございます。２０款町債、１目臨時財政対策債に於いて、１億７９７０万円の計
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上は、臨時財政対策債でございます。２目総務費に於いて、４７２０万円の追加は、旧美

利河小学校改修事業債でございます。３目衛生債に於いて、３２１０万円の追加は、浄化

槽設置整備事業債及び患者輸送バス購入事業債でございます。５目商工債に於いて、９５

０万円の追加は、住宅リフォーム助成事業債でございます。６目、土木債に於いて、５３

２０万円の計上は、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、奥沢橋外長寿命化修繕交付金事業債でございます。 
 １４ページ目をお開きください。７目消防費に於いて、１億４６６０万円の計上でござ

いますが、こちらは、消防救急デジタル無線整備事業債でございます。こちらは、先ほど

補正予算のほうでご説明した通り、国の平成２５年補正予算での対応となったことから、

６月定例会に於いて、減額を行う予定と致します。８目教育債に於いて、２０６０万円の

計上は、スクールバス購入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目一般管理費に於いて、５億５３６１

万８千円、前年度対比２６９０万２千円の計上は、給料、職員手当等共済費については、

人件費の計上でございます。１１節需用費に於いて、前年度比１１３万９千円の減額は、

印刷製本費で、追録加除の一部システム化に伴う減額になってございます。１３節委託料、

前年度比８６万円の増額は、地域主権改革推進支援業務委託料でございます。こちらの方

は、第３次一括法関係経費の増になってございます。１４節、使用料及び賃借料、前年度

比４９万４千円の増は、先ほど印刷製本費で減額した部分に関連して、地方自治法検索シ

ステム使用料、先ほどの追録加除の一部システム化が、こちらの方に組み替えになったこ

とに伴う増でございます。３目財政管理費に於いて、４６４万５千円、前年度対比１３万

１千円の増となっております。５目財産管理費に於いて、２億２２９万９千円、前年度比

４３３４万３千円の増となっております。主な内容につきましては、１３節委託料にて、

前年度比２６９万７千円の増、こちらは旧美利河小学校改修設計業務委託料を計上してお

ります。こちらは、美利河生活館に変わる施設として活用するため、施設を改修するもの

でございます。 
１６ページをお開きください。１５節工事請負費１億４２３０万円、前年度比４６４８

万７千円の増、こちらは旧美利河小学校改築工事、役場庁舎外壁改修工事、町有施設旧オ

ナヤ旅館解体工事、母と子の家解体工事、日清地区町有住宅解体工事に係るものでござい

ます。１８節備品購入費に於いて、７８７万５千円の減額の計上は、庁舎用備品購入費で

ございますが、非常用発電機購入費の減額となってございます。続きまして、１０目財政

調整基金費に於いて、１７５万９円、前年度比１３万９千円の計上は、財政調整基金積立

金、減債基金積立金の利子の増となってございます。１１目電子計算費に於いて、２９７

７万４千円、前年度比７３万７千円の減額の計上となっております。主な内容としまして、

１３節委託料に於いて、前年度比８４８万９千円の減額となってございます。こちらは、

電算機器保守委託料、総合行政クラウドサービスの減でございますが、電算保守委託会社

の保守メニュー変更により、下段の使用料の方にございます、総合行政システム利用料に

予算を組み替えしたものでございます。１８節備品購入費に於いて、８４１万３千円、前

年度比９８万円減額の計上となっており、これは備品購入費、システム購入費の減でござ
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います。今年度はＰＣ端末３３台更新となってございます。１５目諸費に於いて、３３６

万１千円、前年度比１６万４千円減額の計上となってございます。 
 １８ページをお開きください。２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理費に於いて、１

７６０万８千円、前年度比８８万４千円の計上は、人件費及び事務費でございます。２目

今金町農業委員会委員選挙費に於いて、２８４万６千円の追加でございます。こちらは選

挙執行経費の計上でございます。 
１９ページをご覧ください。８款土木費、１目住宅管理費１２９５万円、前年度比２２

万９千円の計上でございます。主な内容としましては、１３節委託料で、前年度比２８３

万８千円の増となってございます。こちらは電算委託料の増で、町営住宅等住宅料システ

ム移行業務委託料の増でございます。内容としましては、平成１８年度より稼働している

システムのサーバー機器について、メーカーの保守中止に伴いクラウド化システムへの、

データ移行に関係する費用でございます。 
また、工事請負費に於いて、８８５万６千円、前年度比２６５万８千円の減額は、解体

工事費の減額となってございます。 
２０ページを開き下さい。１１款公債費に於いて、１目元金６億６３９万４千円、２目

利子６９３０万６千円、３目公債諸費１４万８千円、それぞれ元利償還に伴う予算計上で

ございます。１２款予備費に於いて、３００万円の計上は、前年と同額の計上となってお

ります。 
以上、総務財政課の説明とさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

〇委員長（上村義雄君） 総務財政課の説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑

があればお受け致します。ありませんか。加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） ４番、加藤。１６ページの美利河小学校の改築と、オナヤさんの

改築予算ということで設けているようですけども、美利河小学校の場合は全体的な改築だ

ろうとは思いますけれども、それ以後の使用目的は美利河自治会で、全部改修するような

ことになっているのと、もう１点オナヤさんの件につきましては、解体して使用目的はあ

るのか、無いのかお聞きしたいと思います。 
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） 旧美利河小学校の改修工事は、今、財産管理をし

ているのは総務財政課ですから、予算計上は総務財政課でやっておりますが、この間、美

利河自治会とも協議しているのはまちづくり推進課ですので、私の方から答弁をさせて頂

きます。 
 旧美利河小学校につきましては、生活館一部築修するということで、改修工事をお願い

致します。美利河小学校から向かって左側、教室側をですね、生活館として、今、改修を

する予定でございます。玄関入って右側の体育館方面は、管財所管ということで、屋根・

外壁等を改修する予定でございます。 
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） 旧オナヤ旅館の解体に係る跡地の利用かと思います。そ

の点で答弁させて頂きます。 
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旧オナヤ旅館につきましては、平成１９年に福祉施設等への活用ということで、寄附を

受けたものでございます。その間、利用に向けいろいろ検討を重ねてきましたが、明確な

利用目的は定めることができませんでした。 
今の建物の状態を見ますと、国道に面しておりまして、雪が溜まると、雪止めはついて

いるんですけども、非常に危険な状態でもあるということを考慮しまして、解体をするこ

とに致しました。その間、国営事業に関する宿舎という話もありましたが、宿舎について

は、新たに建てるのではなく、借り上げという方針が出て、借り上げ住宅に職員は入って

いるという状況でございます。 
また、何かの施設に建て替えるとしたら、どのような改修になるかは別と致しまして、

何かに利用するという場合には、３千万円程度の改修費が掛かるのではないかということ

で、取り壊しを決めたところでございます。跡地の活用につきましては、今後、十分検討

して参りたいと存じます。 
現段階では定まっていないということで、ご理解をお願い致します。以上です。 

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。先ほどのロジテックのお話がありました。概ね、一

般的には、北海道の場合は北海道電力から電力の供給を受けて、使うという形になるので

しょうが、こちらから供給を受けるとすると、今までの電力供給金額からすると、どのく

らいのパーセントというか、割合になるのでしょうか。 
それから、今、仰っていたように１０施設でしょうか、それぞれに使った電力と比較す

ると、どれくらいの減額というのでしょうか、金額的にどれくらいプラスになるのかとい

うことが分かれば、お聞かせを願いたいです。 
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） ただ今の質問でございますが、先ほど、岸補佐からも説

明致しましたが、１０施設で、特定規模電気事業社も電気供給が行なえるということで、

日本ロジテック共同組合から、価格に対する提案を受けたところでございます。その１０

施設につきましては、１．３％から７．３％の間の削減ということでございます。 
電気供給量の変動が少ないところについては、あまり安くできないのですけども、契約

アンペア数と電力使用量との差があるところについては、結構値引きが可能ですよという

ことですが、金額的に１０施設で、先ほど言いました１．３％から７．３％、それぞれ施

設は違うのですが、年額にして１年間の電力量から割り出した過去の実績から割り出した

数値でございますが、１０施設で９２万７千円程度が削減できると。あくまでもこれは実

績額からでございますので、予定額ということでございます。１０施設で、９２万７千円。

このロジテック協同組合につきましては、全国的にいろいろやっている実績もございます。 
また、この仕組みについては、共同購入によりまして安価な大量購入が可能になりまし

て、それで安価に電力供給ができる仕組みでございます。うちも、いろいろ検討しまして、

その賛助会費、年額５万円を支払っても十分なメリットがあるとう判断を致しまして、契

約を切り替えるという判断をしております。 
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また、電気が止まるだとかいう心配などにつきましては、送電網というのは、北電の送

電網を利用しておりますので、電気が止まるということは無いということを、北電にも確

認しているところでございます。 
以上、説明とさせて頂きます。 

〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） そういうことにちょっと疎いものですから、この際ですから勉

強する意味も含めて、お聞かせを願いたいと思うのですが、今、課長の方から、供給源は

心配ないよという話だったんですが、主な供給源というのは、もちろん北電さんが発電し

たものではないと思うんですね。さっき言ったように、時間的に足りなくなったからどち

らからかくれるとか、いろいろなことが出来るのでしょうけども、その主な供給源とか、

あるいは鉄鋼会社なんかが余電なんか出ることがあるのだそうですね。大手の鉄鋼会社な

んかに。それらも含まれるのか、どうなのか。 
とりあえず、心配ないという根拠が何なのか、さっき言ったように、ここまできたのが

北電の電力で、ちょっと足りなくなったから、今度はこっちから使いますよという、電力

の仕分けというか、使う電力で、その供給量が分かるものなんですよ。 
ちょっと疎いものですから。理科の勉強でもしたいと思って、一つお伺いしたいです。 

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） 私が説明を受けた中では、例えば、バイオ関係の発電だ

とか、要するに余剰電力を安く買い上げるということでございました。 
その電力供給量の総量というのは、北海道で確保しなければならないということではな

くて、東京で一定の量を確保できますと、それが北海道地域にも適用されるという説明を

受けているところでございます。 
送電網が、北電との契約で使用料を払って送電をしてますので、電気が何かの都合でス

トップするということは無いと。電気に色が付いておりませんので、ストップするという

ことは無いということです。 
それは北電の例えば何かのトラブルがあって、その供給路がどうのこうのということで、

電気が止まったりするということは無いということの、説明は受けております。以上です。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） さっきから、ちょっと良く分からないものですから、電気がき

ますよね、で、関電とそれから関西電力なんかでアンペア数が違いますよね。６０と５０

で。全国で繋がっているんだそうですね、聞いたところによると。その施設の運用経費等々

は、どこが持つかということで揉めているんだそうですよ。持ち分配分で。そういうこと

をちょっと雑誌で見ました。 
従って、全国ネットなんだけども、そういうときは、いわゆる、さっき言ったように送

られてくる電力が、これがロジテックなのか、北電なのかということでは、買う側は関係

ないですよね。 
でも、売る側はこれはどこからきたのかという、明確な配電というんですか、受ける側

にすると、受電する電気の質というのは分かるものなのでしょうかね。 
〇委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
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〇総務財政課長（北見伸夫君） うちらの使用した電力のメーターは、北電のメーターを

そのまま使うことになります。 
だから、どれだけ使ったかというのは北電で確認ができるということで、要するに、北

電との契約をロジテックに変えるんですけども、メーター器だとか、保守・点検等の業務

は北電がそのまま請け負うということになってございますので、その点でよろしくお願い

致します。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員、よろしいですか。なかなか難しいというか、分かり

そうで分からないというような、状況ですが。 
その他ありませんか。山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 実は、これは直接、町の財政と係わりがあります。 
この間、先月号の、財界さっぽろでしょうか、町の懐具合というのが出たんですね。今

金が６６だったかな。で、見た人が、こんなにうちの財政は皆から聞くと良いと言うのだ

けれどどうしてなんだという話をされました。良く見てみたら、非課税の方を除いて、い

わゆる納税している方々を税額で割るんだそうですよ。 
ですから、非課税の方が多い地域は減ってしまうものだから、課税されている人方が反

対に少なければ、お金は楽だというふうにはならないんですね。 
ですからね、町民は誤解していると思うんですね、財界さっぽろ見て。町の順位と書い

てあるから、うちの町は１７９市町村ある中で、もっといいと思ったけど６６くらいかと

いう話をされるんですよ。管内では、江差が一番上なんですね。皆さんは、あそこの町は

財政事情大変だというけど、どうしてなんでしょうかという話をされるんです。 
だから、さっき言ったように、納税者の数で、納税額を割るから、大きい人がたくさん

居ると順位が上がるんですね。そういう中小だとか、個人企業のところは順位が下がる。

それが、町の懐具合というふうに出たんですけど、実はそうではなよという話をするのに、

なかなか皆が理解をしない。 
何かの機会があったら町のトップの方々から、そういうことも聞いたんだけど、実は違

いますよというふうに、いわゆる標準的な上位階層が中間になって数が多ければ、これで

割り出すものだから、少なくなってしまう。中小企業が多いところは減ってしまうんです

よ。納税者が多ければ多いだけ。そういう仕組みなんですね。いわゆる納税者で税額を割

る、それが報道されたものだから、皆がこれで良いんですかねという話を良くされるもの

だから、何かの機会がありましたら、町のトップの方々が、違いますよ、そういう仕組み

だから誤解を招くんだけども、うちの町はちゃんとした経営をしていますよという声を、

どこかで上げてもらえればいいのかなという、そんな思いがしているんです。それは違う

よということがありましたら、分かり易く、税務の方でも、あるいは町長さんでも。 
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） 誠に申し訳ないんですけども、私その財界さっぽろの記

事等を把握しておりませんので、何を根拠にして、そういう数字が出ているかの把握もし

ていない状況ですので、コメントできないということで。 
〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
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〇４番（加藤三明君） １３ページの確認もあるんですが、リフォームの件で９５０万円

の予算をみているようでありますけども、昨年の状況で申し込みを全部消化できたのかと、

普通であれば１千万円くらいの予算をみるのかな、というふうに思っていたんですけども、

９５０万円ということは、具体的にどこか昨年の残があるのか、それとも見込んでの契約

をしているのか、その辺をお聞かせ頂きたい。 
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） 住宅リフォーム等の実績については、常任委員会も違い

ますので、定例会等で聞いて頂ければと思います。この住宅リフォームの助成の、２千万

円の予定額の起債を借りる予定ということで、ご理解をお願いしたいと思います。あくま

でも、これは、新年度の予定額ということで、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。他にありませんか。なければ、閉じますけど、

よろしいですか。 
無いようですので、以上で総務財政課の質疑を終わります。 
この時計で２時５０分まで休憩致します。 

休憩 １４時３９分 
開議 １４時５０分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議致します。 
 次に、まちづくり推進課より、説明をお願い致します。課長、山田君。 
〇まちづくり推進課長（山田 薫君） まちづくり推進課からは、説明事項４件、報告事

項２件、松村補佐より説明致します。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、松村君。 
〇まちづくり推進課長補佐（松村康弘君） 総務厚生常任委員会資料１ページをご覧くだ

さい。定住自立権圏の形成に関する協定の締結について、説明します。 
 中心市宣言を行いました函館市を中心に、南北海道による定住自立圏の形成に向けて、

協議を進めてきたところであります。 
渡島・檜山管内、全１８市町において、これらの取り組みについて協議が調ったことか

ら、今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例に基づき、協定について議会の議決を

得ようとするものであります。 
 連携して取り組む分野は、 
ア．生活機能の強化に係る政策分野として、ドクターヘリ運航、広域観光の充実など。 
イ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野として、交通インフラ、国際化の推

進など。 
ウ．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野として、人材育成に係る職員の合同研

修等などとなっております。 
今後のスケジュールについては、記載の通りとなっております。 
続きまして２ページをご覧ください。今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい

て、説明致します。 
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過疎地域の自立促進を図るため、財政上の特別措置である、過疎債充当を予定する事業

については市町村計画を変更し、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、議会の議決を求めるものとなっていることから今回提案するものです。 
変更する内容については、下段にあります医療の確保欄で、新たに患者輸送バス購入事

業を追加する内容となっております。 
 ３ページをご覧ください。一般会計補正予算第５号の概要について、まちづくり推進課

所管分を説明します。 
 歳出では、企画費３３万円の減額は、職員手当等で、嘱託手当の実績精査による減額と

なるものです。住民活動推進費４０３万５千円の追加の主なものは報酬で、１４万４千円

の減額は、各委員会の執行経費確定によるものです。委託料１２万６千円の減額は、防犯

灯取付業務委託料で、執行経費確定による減額。積立金で４３２万円の追加は、ふるさと

創生基金積立金で、ふるさと納税が２２件あったものです。生活改善センター等費３７万

３千円の主なものは、需用費、光熱水費３７万３千円の追加、工事請負費５６万１千円の

減額及び備品購入費１２万７千円の減額は、それぞれ執行残となっております。 
 ４ページをご覧ください。町民センター費５万１千円の減額は、報酬と旅費は町民セン

ター運営審議会に係る執行経費確定による減額。備品購入費１万６千円の減額は執行残と

なっております。統計調査総務費１千円の追加は、役務費、通信運搬費となっています。

環境衛生費８万６千円の減額は、負担金補助及び交付金で、ごみ箱作成、修理補助金で、

事業確定による減額となっております。公衆浴場費２７万３千円の追加は、需用費３２万

８千円で、ジャグジーポンプ修繕料となっています。委託料では浄化槽清掃管理委託料、

種川温泉分ですが、実績精査による減額となっております。し尿じん芥処理費４８２万２

千円の減額は、負担金補助及び交付金で、北部檜山衛生センター組合で、組合補正予算に

よる減額です。常備消防費については、後ほど、消防署長より説明致します。防災費１２

万６千円の減額は、需用費及び使用料及び賃借料で、事業の確定による減額となっており

ます。 
 ６ページをご覧ください。平成２６年度一般会計予算案の概要について、まちづくり推

進課所管分について説明します。 
 歳入の主なものについて説明致します。使用料及び手数料で、使用料衛生手数料１７７

４万６千円は、保健衛生使用料で、主に種川温泉休憩所利用料４３５万４千円。あったか

らんど利用料１２４５万３千円などと、昨年同様の収入を見込んでおります。下段になり

ますが、道支出金、道補助金、総務費道補助金で７８５万３千円は、地域づくり総合交付

金において、平成２４年度より実施されている、今金町地域再生加速事業が終了したこと

により減額となっております。また、地域づくり総合交付金事業において、発達支援セン

ター事業１２０万９千円、高齢者の冬の支援事業５０万円、未利用林地残材活用モデル事

業２５０万円の収入を見込んでおります。 
 続きまして８ページをご覧ください。歳出の主なものについて説明致します。総務費、

総務管理費、文書広報費において５９０万３千円は、主に委託料で、ホームページシステ

ム更新でスマートフォンなどに対応し、セキュリティの強化を図ったものとなっておりま

す。 
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企画費において２０６６万３千円は、主に賃金で１６２万３千円、国勢調査事前調査、臨

時事務員賃金。旅費１３７万４千円は、地域おこし協力隊員活動等旅費などで、増額とな

っております。 
 次のページになります。負担金補助及び交付金で１４８６万６千円の主なものは、檜山

広域行政組合負担金、生活交通路線利用通学定期券賃金補助金、生活交通路線維持・運営

費欠損額補助金であります。また、平成２６年は人流創生プロジェクト協議会が、継続事

業となることから、後ほど説明します。住民活動推進費１８５９万９千円の主なものは、

負担金補助及び交付金１３８１万３千円で、新たに地域集落施設維持・管理費補助金で、

地域で所有している集会施設の修繕に対して補助を充てるものとなっております。詳細に

ついては、政策事業調書の３２ページとなっておりますので、後ほどご覧ください。 
１０ページをご覧ください。交通安全対策費３０７万９千円の主なものは、負担金補助

及び交付金で２７５万２千円で、今金町交通安全推進委員会補助金となっております。給

油施設管理費１９０万円は、神丘のヘリポートに係る維持・管理費となっております。生

活改善センター等費１３７０万円の主なものは、委託料で２６３万５千円の内訳は、各会

館の管理料など。備品購入費３５３万円の内訳は、八束交流センターにおいて、畳用テー

ブル・椅子の購入、種川構造改善センターで使用する会議用テーブルなどを購入するもの

です。また、前年対比では、西部百年館の工事が完了したことにより、減額となっており

ます。また、後ほど、旧美利河小学校改修工事について説明致します。 
１１ページをご覧ください。町民センター費１０２８万６千円の主なものは、需用費、

修繕料１３９万６千円で、主なものは、消化ポンプ呼水槽・窓ガラス修繕などとなってお

ります。統計調査費、統計調査総務費１２９万９千円の主なものは、今回実施される農林

業センサス調査による、調査員報酬等であります。 
１２ページをご覧ください。衛生費、保健衛生費、環境衛生費２８９９万４千円の主な

ものは、需用費、修繕料６４万で、葬祭場火葬炉修繕委託料５５３万６千円、衛生作業業

務委託料などとなっております。 
１３ページをご覧ください。環境衛生費、公衆浴場費７４３５万円の主なものは、需用

費３０７２万６千円で、主に燃料費、光熱水費であります。修繕料については、種川温泉

のタイル修繕となっております。委託料で２３１５万２千円の主なものは、種川温泉休憩

所、あったからんど業務委託料、また、今回、井戸坑内検査業務については、あったから

んどの源泉の温度の低下がみられることから、今回、調査するものです。工事請負費につ

いては、あったからんど浴室の内装工事であります。主な内容と致しましては、建具改修、

サッシ周り外壁改修、洗い場前照明器具周り防水処理などとなっております。清掃費、し

尿じん芥処理費１億２５０９万５千円は、負担金補助及び交付金で、北部檜山環境衛生セ

ンター組合負担金となっております。常備消防費については後ほど、消防署長より説明が

あります。防災費８１万３千円の主なものは委託料で、新規に導入しました、緊急速報メ

ールシステム保守点検委託料であります。 
１６ページをご覧ください。今金町地域公共交通確保維持改善協議会について、説明致

します。 
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交通における現状と課題。 
今後、今金町において高齢化が進む状況が予想され、これまでの自家用車中心の地域交

通のままでは、今後、日常生活において不便になる世帯が増加しかねません。 
このため、これまでの函館バスによる、長万部・せたな間の幹線運行、スクールバス、

患者輸送バスの公共交通について見直しを進め、具体的な運行を見据えた実証運行調査を、

八束・白石地区で実施しました。 
平成２６年度は一部地域で本運行をする予定です。併せて各地区において、地域交通の

確保・維持改善を図ることが急務となっております。これまでの経過と方向性は記載の通

りです。 
新たな地域交通の本運行導入について、平成２６年１０月からの本運行に向け、八束・

白石地区予約制バスの準備等を進めていき、新たに実証運行調査地区を選定の予定となっ

ています。 
 ３．予算概要。 
平成２６年１０月より実施予定の、八束・白石地区予約制バスの本運行については、実

証運行調査と同様の、株式会社東ハイヤーとの委託契約を予定しております。 
本運行に合わせ、高齢者などに優しいバリアフリー車両を、東ハイヤーが国の補助制度

を活用し購入予定であり、協議会としても一部助成を行うものです。 
 １７ページをご覧ください。 
今金町人流創生プロジェクト協議会について説明致します。 

 平成２４年度からスタートし、①カスタマーニーズ調査から⑤ちょっと暮らし田舎体験

事業の各事業において、時代を担う青年層を中核として、広く町民有志によるワーキング

スタッフを構成し、各機関・団体・大学等々と連携し、プロジェクト全体を総括する人流

創生プロジェクト推進協議会として、取り組みをしてきたところです。 
平成２６年度の継続事業としては、 
②地域資源開発関係では、ホームページを利用した情報の発信、地域資源を活用した地

域住民参加型の体験活動の実施。 
③新ご当地グルメ関係では、ポテサラ協議会への事業協力。 
④イメージキャラクター関係では、町内外イベントＰＲ。 
⑤ちょっと暮らし関係では、田舎暮らしの体験事業を実施する予定となっております。 
また、交流人口、人材の育成、地域活性化など、さまざまな事業展開を図って参ります。 

 １８ページをご覧ください。 
旧美利河小学校改修事業について。 
現状として、平成２４年度に閉校した美利河小学校の校舎は、山村留学制度において、

町外から多くの留学生を受け入れて、地域の活性化に大きな役割を果たしたところです。 
また、美利河生活館においては、老朽化による修繕の要望もあったところです。 
これまでの経過として、記載されております通りとなっておりますが、美利河自治会と

の協議を進めてきた結果、美利河生活館の機能を移転することとなりました。地域からの

要望概要としては、図面にありますが、外構、校舎前部分の舗装など、 
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施設改修については理科室を調理室に、普通教室Ａをフローリングなど、自治会からの要

望があったところです。 
体育館部分については、町が管理する部分となったところです。 

 今後のスケジュールについては、４月から６月には、設計業者を決定し、設計委託業務

を発注予定。 
また、この間、美利河自治会との協議を重ねて行う予定です。 
改修工事終了後、平成２７年４月以降には、美利河生活館から新設へ引っ越しし、生活

館解体を予定しています。 
以上、私からの説明を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 消防署長、山口君。 
〇今金消防署長（山口昭則君） 今金消防署関係の、平成２５年度補正予算及び平成２６

年度予算案について、内容説明を致します。 
 先に補正予算について説明致しますので、まちづくり推進課資料の５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として４７５５万４千円追加でございます。内訳は、本部管

理費で４７１２万円追加、これは、消防救急デジタル無線整備事業実施設計の執行残によ

る５８万７千円減額と、消防救急デジタル無線整備事業費として４７７０万７千円追加に

よるもので、この整備事業費の追加につきましては、１９ページに整備費用予算内訳を添

付しておりますので、ご覧願います。資料下の方に記載しておりますが、この整備事業費

総額は２億６９５万６千円で、先ほどの、町長のあいさつにもありましたけれども、消防

救急デジタル無線整備費用補助金にて、整備事業費９５４１万５千円の２分の１の、４７

７０万８千円が国庫補助金となりますので、所要の金額を計上しております。 
 ５ページに戻って頂きまして、消防署経費では５４万２千円の追加ですが、これは、職

員人件費の７万７千円追加。旅費の研修旅費で、救急救命士気管挿管病院実習の日数減に

伴う１５万１千円の減額。需用費での６４万４千円の追加が主なもので、需用費の追加は

消耗品費で、救急車に登載していますＡＥＤの電池の、経年劣化による取り替え費６万９

千円追加と、修繕料での単機車のクラッチ板、ウォーターポンプ、ブレーキホイルシリン

ダーの取り替え修理５０万５千円追加が主なものとなっております。消防団経費では７万

３千円の減額で、報酬の３万１千円追加は入団による１名増加によるものです。旅費では、

北海道知事表彰式欠席により３万１千円の減額。委託料では、企業組合に委託していまし

た、美利河車庫前の除雪を行う人が居なく、契約ができないとのことで、７万３千円の減

額となっておりますが、この除雪につきましては、公営施設課に依頼し実施して頂いてお

ります。消防施設費では、備品購入費においての執行残により３万５千円減額となってお

ります。 
以上で補正についての説明を終わりまして、次に、平成２６年度予算案について、説明

致しますので１５ページをお開き下さい。 
歳入から説明致します。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３億５４０５万１千円で、内訳は、今金消防署費負担金１億９３４６万９

千円と、檜山広域行政組合消防本部費負担金としての１億６０５８万２千円であります。 
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これは、１３ページの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

交付金による、町からの負担金であります。１５ページに戻りますが、７款諸収入、１項

雑入、１目雑入、１節雑入は１万６千円で、歳入合計は３億５４０６万７千円になります。 
次に歳出ですが、３款消防費、１項消防本部費、１目消防総務費では１億６０５８万２

千円の計上で、内訳は、消防本部管理費６２２万６千円と、消防救急デジタル無線整備事

業費の１億５４３５万６千円でありますが、先ほど補正で追加しました整備事業費９５４

１万５千円を、平成２６年度の補正にて減額し、５８９４万１千円となる予定でございま

す。次に、３款消防費、７項今金消防署費は１億９３４８万５千円で、前年度対比８２９

万６千円の増額計上となっております。 
 それでは、目ごとに説明をさせて頂きます。１目常備消防費では、前年度対比７１１万

９千円の増額計上です。職員給料等の人件費で６９２万円増額。９節旅費での６６万円減

額は、昨年の、自治体消防６５周年記念大会及び北海道消防操法訓練大会に伴う旅費と、

救急救命士気管挿管病院実習の研修旅費の減額が主なものです。１１節需用費では被服費

で、救急救命士夏用救急服購入費などの計上により５１万８千円増額。１８節備品購入費

で７４万２千円の増額は、一般加入電話と緊急電話録音装置の更新が主なもので、一般加

入電話は購入から２２年経過し、故障時には部品がない状況ですので計上しております。

救急録音装置は、現状の物が録音テープを使用しているもので、現在ではテープの購入も

困難なため計上しております。次に、２目非常備消防費では、前年度対比２万円の減額計

上となっております。９節旅費での１５５万９千円減額は、昨年の、自治体消防６５周年

記念大会と、北海道消防操法訓練大会に伴う、旅費及び出場訓練手当の減額が主なもので

す。１１節需用費では、被服費において、団員用長靴の購入を計上しております。１４節

使用料及び賃借料の消防用水利等土地借上げ料と、１６節原材料の水利補修資材費の減額

は、水利関係予算を全て消防施設費にまとめるための、科目変更によるものです。また、

原材料費での、小型動力ポンプ用引出レール等購入費３８万８千円の計上は、１８節備品

購入費で、小型動力ポンプ１台を購入計上していますが、購入に伴い引出レールを自前で

設置し運用するためのものです。また、１８節備品購入費での小型動力ポンプの更新です

が、これは、消防車に積載しているもので、昭和５７年に購入され３１年経過しておりま

す。部品も無い状況ですので計上させて頂きました。次に、３目消防施設費では、前年度

対比１１９万７千円の増額計上ですが、これは先ほど報告しました、２目非常備消防費か

ら科目変更しました水利関係予算と、１１節需用費の修繕料で、消防庁舎外部モルタル修

理及び庁舎２階会議室床の張り替え修理での、７８万３千円増額が主なものとなっており

ます。以上で、平成２６年度予算案及び平成２５年度補正予算の説明を終わらせて頂きま

すので、よろしくお願い致します。 
なお、２２ページに平成２５年度災害出動報告を添付しておりますので、後ほどお目通

しをお願い致します。 
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

け致します。日置委員。 
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〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。１６ページなんですけども、予約制バスのこと

で、学習不足で申し訳ないんですけども、予約制バスが走っている所には患者バスは走っ

ていないんですよね。それで、とりあえずアンケートを取ったりしていると思うんですけ

ども、評判が良ければこっちに全部変えるということなんですよね。予定としては、いつ

頃を目途にしようとしているのか、お聞かせ下さい。 
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） この地域交通協議会が、今、実施しております各

地における予約バスなんですが、９月と２月、今も実証実験をされている最中ですが、八

束・白石地区で実証運行をしております。その１カ月間は患者バスは運行しないで、この

予約制バスのみの運行となっているところであります。 
これから新年度に向けてですが、まず、生活交通路線の、フィーダー路線の計画、予約

バスの計画を運輸局の方に申請をして、１０月を目途に、この八束・白石地区で一部本運

行をさせて頂くような予定で、今、進めております。 
それから、その地区以外のこれからの拡大ですが、これも幹線バスに通ずるものの地区

を選定する予定でおりますので、その選定方法は協議会の中で選定をするということにな

っておりますので、決まり次第議会の方にも報告をさせて頂きます。 
将来的には今金町全地区を目指しますが、ただ、函館バスが走っています幹線道路の維

持もありますので、全地区に網羅するかどうかはまだ不透明ですが、拡大することは確実

に拡大していこうと思いますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。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。 

〇委員長（上村義雄君） 次に、税務住民課より説明をお願い致します。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３件、報告事項についてで

すけども、先ほど副町長の述べた通り、説明事項１の今金町認可地縁団体印鑑の登録及び

証明に関する条例案については、合同委員会で説明となりますので、今回は省略致します。 
 それでは、私の方からは説明事項３、その他については各担当主幹から、提出資料に基

づいて説明致しますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、中里君。 
〇税務住民課主幹（中里英明君） 税務住民課主幹、中里。 
説明事項２、平成２５年度一般会計補正予算第５号の税務住民課所管概要について、資

料に基づき説明致します。 
①の歳入補正を説明致します。 
７ページをお開き願います。今回の歳入補正は、２６年１月末の収納実績に基づいた追

加補正であります。１款、１項、１目個人町民税の現年課税分２７４万円、滞納繰越分７

８万円をそれぞれ追加しようとするものであります。 
なお、現年課税分の追加は主に、退職所得分によるものであります。１項、２目法人町

民税の滞納繰越分で７万円、２項、１目固定資産税の滞納繰越分で７０万９千円、３項、

１目軽自動車税の現年課税分７万９千円、滞納繰越分１万８千円をそれぞれ追加しようと

するものであります。 
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８ページをお開き願います。４項、１目町たばこ税５４６万円の追加は、平成２５年度

当初予算において過去５カ年平均に基づき、前年比９２．２％で予算計上しておりました

が、平成２５年度実績予測では前年並みの数値が見込まれることから、追加とするもので

あります。１３款、３項、１目総務費委託金で１３万２千円の追加は、中長期在留者居住

地届出等事務委託金が、平成２５年度当初予算において１万円で概算計上しておりました

が、この度、委託金の交付額が決定されたことによる追加であります。１４款、３項、１

目総務費委託金で１１万３千円の減額は、道民税徴収委託金の納税義務者の算定人数が、

当初予算計上より減少したことによるものであります。 
以上が歳入補正の概要でございます。 
続きまして北見主幹より説明致します。 

〇委員長（上村義雄君） 主幹、北見君。 
〇税務住民課主幹（北見由美子君） 次に②の債務負担行為の補正について、ご説明しま

すので９ページをお願いします。 
 今回の債務負担行為の補正については、消費税が４月１日より５％から８％に引き上げ

られることにより、委託契約額が改定になりますので、今金町戸籍総合システム導入業務

の債務負担行為の限度額を、変更前の額５７０１万５千円から２６万９千円を追加し、変

更後の額を５７２８万４千円にしようとするものです。 
消費税の課税内訳は１０ページの資料にあります。８％は戸籍ソフトウェア及びハード

ウェア１９４４万円、消費税１５５万５２００円です。ソフトウェアやハードウェアは、

売り上げ計上した月日で課税するもので、平成２６年４月１日以降になるので８％となり

ます。５％は戸籍データセットアップと、導入諸経費等で３４５６万円、消費税１７２万

８千円です。 
委託契約の請負部分につきましては、平成２５年９月３０日までの契約については、

５％の経過措置を適用することになっております。 
なお、現在の戸籍電算化事業の進捗状況は、昨年６月に撮影しました現在戸籍と付票の

原票に基づきまして、セットアップ工場内で入力原票作成行程を終了し、コンピュータ処

理照合行程に入っております。照合により戸籍訂正等の疑義照会が発生し、昨年９月から

本年１月末現在で戸籍原簿で約９０件、付票で約２００件の疑義照会を受けており、現在

は疑義照会業務のため関係市町村への公用請求、管轄法務局への戸籍訂正申請、回答書の

送付などを順次行っております。 
今後は、町広報等により町民の方々への周知啓蒙へ努め、８月４日の稼働日を目指して

作業を進めます。 
また、８月以降は、訂正改正原戸籍及び付票のデータセットアップ作業に入り、平成２

７年２月予定の完全電算化へ向け、作業を進めて参ります。 
以上が、債務負担行為の補正でございます。 

〇委員長（上村義雄君） 課長、西君。 
〇税務住民課長（西 勝明君） 次に説明事項３、平成２６年度一般会計予算案の概要に

ついて説明します。 
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 歳入から説明しますけども、説明事項の項目欄の次にある括弧内の数字なんですけども、

例えばですね、個人住民税の横に、（３,０４１）とありますけども、これは前年対比の数

字でありますので、その点よろしくお願いします。 
 １１ページをお開き下さい。１款、１項、１目個人現年課税分個人住民税は１億８４１

４万９千円で、前年度対比３０４万１千円の増となっております。平成２６年度の個人住

民税の均等割単価が３０００円から３５００円に引き上げられております。これについて

はですね、平成２４年の税制改正において、復興贈程としまして平成２６年度から平成３

５年までの１０年間を、個人住民税の均等割額を５００円を加算するものであります。 
なお、個人道民税も５００円引き上げてありますので、実質１千円の増となっておりま

す。従前４千円の均等割額が、平成２６年度から５千円となります。町民税の基本算定に

あたりましては、普通徴収の関係の農業所得については、燃料費や飼料等が高騰により、

全体的にコストアップしていることから、前年課税額の９８％で、その他課税分の所得は

前年課税分の９５％で計上しております。 
特別徴収関係においては、退職者や公務員等の減少を加味しまして、前年課税額の９

５％で積算しているところであります。滞納繰越分は６５万３千円で、前年同額でありま

す。２目法人の現年課税分法人町民税は２４５５万円で、前年度対比１１６万６千円の増

となっています。法人均等割におきましては、法人が１件の減により６万円の減、法人税

割に関しては、平成２５年度は顕著に推していることから、見込み額の９０％を計上して

おります。それにより、前年度対比１２２万６千円の増となっております。滞納繰越分は

１千円で前年同額であります。２項、１目固定資産税、現年課税分の固定資産税は２億１

９１６万円で、前年度対比１１万５千円の増であります。平成２５年の課税実績から、現

段階の移動状況等を考慮し、積算したところ、土地で８万９千円、家屋で２６万７千円と、

それぞれ前年度対比増となっており、償却資産については、前年度対比２４万１千円の減

を見込んで計上したところであります。滞納繰越分は３０万３千円で、前年同額でありま

す。２目の国有資産等所在市町村交付金は４６２万１千円で、前年度対比３８万６千円の

減となっておりますけども、これについては、北海道所有財産が町へ売却により減少した

ことと、建物等の経年減少によるものであります。３項、１目軽自動車税で、現年課税分

１１５０万９千円で、前年度対比５万９千円増は、課税台数については前年並みでありま

したけども、特に課税単価の高い軽四乗用ですけども、課税額の７２００円が台数が前年

より増加したことによるものです。滞納繰越分１千円は前年同額であります。 
 １２ページをお開き下さい。４項、１目町たばこ税は４５４９万５千円で、前年度対比

４９５万５千円の増は、補正予算で説明しておりますけども、平成２５年実績見込みが前

年並みの数値を見込まれることから、平成２５年度もそれに基づいて積算したところであ

ります。５項、１目特別土地保有税の滞納繰越分は１千円で、前年同額であります。６項、

１目入湯税の、現年課税分の入湯税は１９２万５千円で、前年度対比１２万７千円の減は、

ピリカスキー場廃止による入湯利用客の減少が見込まれることによるものであります。１

２款、２項、１目総務手数料は２４７万６千円で、１節町税手数料、２節戸籍住民手数料

は、それぞれ前年同額であります。１３款、３項、１目総務費委託金１４万２千円で、前

年度対比１３万２千円増は、補正予算で説明しておりますけども、 
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中長期在留者居住地届出等事務委託金を、２５年実績により計上したところであります。

２目民生費委託金で１５０万２千円で、前年度対比２５万４千円増は、後ほど歳出で詳し

くご説明致しますけども、国民年金事務費交付金において、年金生活者支援寄付金システ

ム改修に係る交付金を計上したところであります。一応ですね、今の情報でいきますと、 
予定額として１０分の１０を予定しております。 
なお、現在この交付金に関しては、交付要項が未定でありますので、補正でお願いする

場合もありますので、その時にはよろしくお願いします。１４款、３項、１目総務費委託

金は７７５万７千円で、前年度対比１１万９千円の減であります。１節総務管理費委託金

で７千円の増は、旅券事務交付金の算定人数の増によるものであります。 
 １３ページをお願いします。２節徴税費委託金は、１２万６千円の減は、道民税徴収委

託金の納税義務者の算定人数減によるものであります。３節戸籍住民基本台帳費委託金は、

前年同額であります。１９款、１項、１目延滞金は１千円で、前年同額であります。 
 次に、歳出について説明しますので、１４ページをお開き下さい。 
歳出全般におきまして、少額の増加については、消費税が５％から８％に引き上げられ

ることによるものであります。２款、１項、１目税務総務費は６０万９千円で、前年度対

比８万６千円増については、報酬で２万７千円、旅費で５万９千円の増でありますけども、

固定資産評価審査委員の方々に、委員研修会に参加してもらうことによるものでございま

す。２目賦課徴収費は８２９万４千円で、前年度対比３０６万５千円の減でありますけど

も、この要因としましては、１３節委託料で３４５万５千円の減で、昨年は３年に１度の

評価替えのための固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料で３０３万８千円と、税制改正に

よる電子申告審査サービス導入業務委託料で９８万７千円が、２５年で完了したことによ

るものであります。 
なお、税務業務電算処理委託料で４７万６千円の増は、平成２７年から固定資産の評価

替えの土地の単価が、準備年の前年、２６年度において、固定資産評価替えの処理業務を

行うためのものであります。 
新規のエルタックスシステム更新業務委託料４３万８千円は、ウィンドウズＸＰのサポ

ート期限が本年４月で終了するための、機器等の更新委託料であります。 
 １５ページをお願いします。１４節使用料及び賃借料で３６万８千円の増は、電子申告

審査サービス利用料の３４万円の増であります。２５年度は年度途中の１１月から導入開

始のため、５カ月分計上しておりましたけれども、２６年度は１２カ月分の満年度が計上

されることによるものです。 
 １６ページをお開き下さい。３項、１目戸籍住民基本台帳は６３１５万１千円で、前年

度対比５８８１万７千円の大幅な増については、１３節の、平成２５年、２６年の２カ年

で実施中の、戸籍電算化事務に係る、戸籍総合システム導入業務委託料５７２８万４千円

と、同じく戸籍電算の機器等保守に係る、戸籍総合システム保守委託料１６万５千円が主

であります。次に１４節使用料及び賃借料で１１６万５千円の増は、同じく戸籍総合シス

テムソフト使用料であります。これについては、ソフトウェアに係る使用料でライセンス

料と位置付けられまして、法改正ごとの改修費を含んだものであります。 
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 １７ページをお開き下さい。３款、１項、４目国民年金事務費４５万５千円で、前年度

対比２８万円の増となっておりますけれども、 
この要因としては、１３節委託料で２８万７千円の増でありますけども、年金生活者支援

給付金システム改修業務委託料であります。これについては、消費税法の一部改正により

その引き上げ財源を活用しました、低所得者の年金受給者等に関しまして、補足的に生活

支援給付金を交付する事業であります。それに係るシステム改修事業料であります。あく

までこれは福祉的な給付措置として新設されたものであります。施行日については、２７

年１０月を予定しております。交付内容等については、１８ページをお目通し願います。 
以上が新年度予算の概要であります。 

 次の報告事項は、担当主幹から説明致します。以上であります。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、中里君。 
〇税務住民課主幹（中里英明君） 続きまして、報告事項１、平成２５年度町税等収入状

況平成２６年１月末現在について、説明致します。 
 資料１９ページをお開き願います。 
普通税（１）から各科目ごとに現年と滞納分を合わせ、収入済み額と収納率について説

明致します。 
 個人町民税につきましては、収入済額１億６５４２万１７６６円、収納率は８５．６２％

であります。法人町民税につきましては、収入済額２２３２万８８１０円、収納率は９９．

２９％であります。固定資産税につきましては、国有資産等交付金を含め、収入済額２億

２８１５万６６１８円、収納率は９４．２０％であります。軽自動車税につきましては、

収入済額１１５４万８１００円、収納率は９８．５１％であります。特別土地保有税につ

きましては、収入はありません。 
現年分計と致しましては、収入済額４億２４９２万４５円、収納率は９３．３１％であ

ります。滞納分計と致しましては、収入済額２５３万５２５８円、収納率は１１．６１％

であります。 
普通税（１）の合計と致しましては、収入済額４億２７４５万５３０３円、収納率は８

９．５７％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４

１１２万５９０３円。入湯税につきましては、収入済額１６５万９１５０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４６７９

万４５２１円、収納率は７２．４７％であります。貸地・貸家料につきましては、収入済

額１３１１万３９９２円、収納率は８０．７２％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致しましては、収入済額

２億４５７５万５４２８円、収納率は７９．７５％であります。内訳と致しまして、一般

は、収入済額２億３５７３万２３０７円、収納率は７９．１９％であります。退職につき

ましては収入済額１００２万３１２１円、収納率は９５．７３％であります。 
現年の計につきましては、収入済額２億３８７９万３００円、収納率は９５．７４％で

あります。滞納分の計につきましては、収入済額６９６万５１２８円、収納率は１１．８

６％であります。 
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 続きまして、報告事項２、平成２５年度年末の合同徴収実績について、ご説明致します。 
資料２０ページをお開き願います。 
滞納金を抱える各課等が連携致しまして徴収体制を組み、１２月２０日、２５日の２日

間実施致しました。収納実績は各課等の合計で１９３万５９５０円でありました。また、

平日の日中に来庁できない方のために、初めての試みと致しまして、夜間納税窓口を１２

月２６日午後５時１５分から８時まで開設致しました。来庁者は１名でした。来年以降の

開設の有無につきましては、次期開催日・開催日数等を含め検討して参ります。 
以上で報告事項の説明を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があればお受

け致します。ございませんか。山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 山本です。それぞれ税等の徴収に、合同徴収もやって頂いて、

努力をされているのですが、滞繰りがなかなか回収できない面もあると思うのですが、総

体で見ると、貸地・貸家も含めて不納欠損で落としているものはあるのでしょうかね。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、西君。 
〇税務住民課長（西 勝明君） ２５年度は、まだ３月に予定しておりますので、２４年

度の実績でご説明させて頂きます。 
不納欠損額でございますけども、個人町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有

税、国民健康保険料を含めまして２３件、５５５万６９８８円を平成２４年度で不納欠損

させて頂きました。以上です。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
無いようですので、以上で税務住民課の質疑を終わります。４時まで１０分間休憩致し

ます。 
休憩 １５時５０分 
開議 １６時００分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を解き、開議致します。次に、保健福祉課より説明をお願

い致します。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、

説明事項９件と報告事項３件となっております。 
 始めに、説明事項１、今金町障がい程度区分認定医審査会の委員の定数等を定める条例

の一部を改正する条例案について、ご説明致します。 
 １ページ目をご覧ください。地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福

祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、平成２４年法律第５１号の交付に伴

い、平成２６年４月１日から障がい程度区分の名称が、障がい支援区分へ変更となります

ので、条例の題名等を改正しようとするものです。 
 次に、２ページをお開きください。説明事項２、今金町母と子の家条例を廃止する条例

案について、ご説明致します。 
今金町母と子の家につきましては、建築から４８年経過し老朽化も著しく代替施設とし

て、保健センター等が既に機能しており施設としての役割を終えています。 
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新年度において母と子の家を取り壊すための予算が計上されましたので、これに伴い廃

止条例を提案しております。以上、私からは条例関係について、ご説明させて頂きました。 
引き続き予算関係について、各担当より説明をさせて頂きます。 
始めに補正予算関係について諸戸補佐が説明致しますので、よろしくお願い致します。 

〇委員長（上村義雄君） 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２、３。それと予算関係６、

７、８について説明致します。４と９の介護保険関係につきましては、川崎主幹から説明

致します。 
 ３ページをお開きください。一般会計補正予算第５号保健福祉課所管部分についてご説

明致します。金額の大きい部分のみの説明とさせて頂きますので、よろしくお願い致しま

す。 
 まず、１３款、１項、１目民生費国庫負担金、２５４万６千円の減額につきましては、

２節児童福祉負担金２７７万円の減額で、児童手当負担金の実績精査によるものでござい

ます。 
 次、４ページをお開きください。１３款、２項、２目衛生費国庫補助金、７２万７千円

の追加につきましては、１節保健衛生費補助金で、がん検診推進事業補助金で３３万１千

円の減額。これは利用者減によるものでございます。それと、働く世代の女性支援のため

のがん検診推進事業補助金として、１０５万８千円の追加でございます。これにつきまし

ては、平成２１年から２５年無料クーポン事業未受診者に対する受診勧奨事業でございま

す。１４款、１項、１目２６８万４千円の減額につきましては、少し訂正をお願い致しま

す。下の２節社会福祉費が、児童福祉費の誤りでございます、申し訳ございません。児童

福祉負担金５３万５千円の減額。それと、上段の２１４万９千円の減額につきましては、

障がい自立支援給付費負担金２１４万９千円の減額。今後の推移見込みによるものでござ

います。５３万減額につきましては、児童手当負担金。実績精査によるものでございます。 
 次、５ページをお開きください。１９款、４項、２目雑入２５９万１千円の追加につき

ましては、重度心身障がい者医療費高額療養費２３２万６千円の追加が主なものでござい

ます。 
 次、６ページでございます。 
歳出。３款、１項、１目２７０万４千円の減額の主なものにつきましては、繰出金２３

１万６千円、国民健康保険特別会計事業の繰出金でございます。２目６７６万１千円の減

額につきましては、主なものは繰出金６１６万８千円の減額で、介護老人保健施設特別会

計繰出金が１２０万４千円の減額。介護保険特別会計繰出金が４９６万４千円の減額でご

ざいます。３目障がい者特別対策費１４６万円の減額の主なものにつきましては、次のペ

ージをお開き頂きたいと思います。２０節扶助費の９３万５千円の減額で、障がい者タク

シー料金扶助費。それと、障がい者補助具費扶助費、障がい者訓練等給付費扶助費、障が

い児通所給付費扶助費、療養介護医療扶助費が主なものでございます。次、３款、２項、

４目３８４万円の減額につきましては扶助費で、児童手当の実績精査によるものでござい

ます。 
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 次、８ページをお開きください。４款、１項、１目１６９万５千円の追加につきまして

は、国民健康保険特別会計施設勘定繰出し金でございます。２目予防費１５０万１千円の

減額の主なものにつきましては、委託料１８２万２千円の減額で、子宮頸がんワクチン接

種委託料が１０２万円の減額、ヒブワクチン接種委託料が６７万円の減額、 
肺炎球菌ワクチン接種委託料が１２２万９千円の減額、がん検診検査推進事業委託料が７

０万１千円の減額、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業委託料１７９万８千円

の追加となってございます。 
次、９ページですけども、国民健康保険事業勘定補正予算第４号の概要についてでござ

います。 
歳入からですけども、１款、１項、１目１２０万２千円の減額につきましては、医療給

付費分現年課税分で２８０万６千円の減額。医療給付費分滞納繰越分で１１２万８千円の

追加でございます。 
 次、１０ページをお開きください。３款、１項、１目１７１０万円の追加につきまして

は、療養給付費支給に要する費用負担分の収入金、１７１０万円の追加でございます。２

目高額医療費共同事業負担金８０万１千円の減額につきましては、高額医療費共同事業負

担金の減額で、額の確定によるものでございます。３款、２項、１目１２６０万２千円の

減額につきましては、普通調整交付金で２１３２万円の減額。特別調整交付金で８７２万

円の追加でございます。 
 １１ページをお開きください。４款、１項、１目７９３万３千円の減額につきましては、

療養給付費交付金で、退職見込みによる減でございます。６款、１項、１目８０万１千円

の減額につきましては、高額医療費共同事業負担金８０万１千円の減額でございます。６

款、２項、１目１９万８千円の追加につきましては、普通調整交付金２３２万１千円の減

額。特別調整交付金で２５１万９千円の追加でございます。 
 １２ページをお開きください。７款、１項、１目１６３８万６千円の追加につきまして

は、高額医療費共同事業交付金でございます。２目保険財政共同安定化事業交付金６３０

万２千円の追加は、保険財政共同安定化事業交付金でございます。９款、１項、１目２３

１万６千円の減額は、給与費等繰入金によるものでございます。中身につきましては、事

務費等の減によるものでございます。９款、２項、１目９６３万２千円の追加は財政調整

基金繰入金でございます。１１款、１項、１目６０万４千円の追加は、保険税の延滞金で

ございます。 
 １３ページをお開きください。 
歳出でございます。１款、１項、１目１１１万２千円の追加は、委託料で９９万８千円

の追加。国保情報データベースシステム改修委託料でございます。 
 １４ページをお開きください。２款、１項、１目２７００万円の追加は、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、保険者負担分でございます。２目退職被保

険者等療養給付費につきましては、３００万円の減額で、同じく療養給付費診療報酬の保

険者負担分でございます。３目一般被保険者療養費２００万円の減額につきましては、立

替分の保険者負担分２００万円の減額でございます。２款、２項、１目９００万円の追加

につきましては、高額医療費保健者負担分９００万円の追加でございます。２目退職被保



- 31 - 
 

険者等療養給付費４００万円の減額につきましては、高額療養費被験者負担分。これは退

職者分で４００万円の減額でございます。 
 １５ページをお開きください。２款、１項、１目高額医療費拠出金３２０万５千円の減

額は、高額医療費共同事業医療費拠出金でございます。 
２目保険財政共同安定化事業拠出金４１７万２千円の減額は保険財政共同安定化事業拠

出金４１７万２千円の減額でございます。 
 １６ページをお開きください。１１款、１項、３目償還金１４８万２千円の追加につき

ましては、国庫負担金補助金と、精算返還金で、会計検査等による返還金でございます。

平成１８年から２４年度分でございます。１１款、２項、１目２９３万６千円の追加は繰

出し金で、国民健康保険特別会計施設勘定繰出金で、国保病院分でございます。 
 次の介護保険の補正概要につきましては、川崎主幹から説明致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、川崎君。 
〇保健福祉課主幹（川崎妙子君） 次に説明事項５の、平成２５年度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、説明致します。 
 資料の１７ページからになります。説明は新規のもの、または補正額の大きなもののみ

について説明を致します。 
 始めに歳入から説明を致します。１款、１項、１目第１号被保険者介護保険料において、

３０８４万３千円の減額は、介護給付費現年度賦課分の３０８８万７千円の減額が主なも

ので、調定の見込みにより精査して減額するものでございます。４款、１項、１目介護給

付費負担金において１２３７万６千円の減額。 
１８ページをご覧ください。２目調整交付金において、１６８５万４千円の追加は、交

付額見込み精査によるものでございます。２項、２目介護保険事業費補助金において、３

７万５千円の追加は、後ほど歳出に追加補正しておりますが、介護保険システム改修委託

料の補助金でございます。５款、１項、１目介護給付費交付金において１７８０万４千円

の減額、６款、１項、１目介護給付費負担金において、３９７万６千円の減額は、それぞ

れ交付額の見込み精査によるものでございます。８款、１項、１目一般会計繰入金におい

て、４９６万４千円の減額は、介護給付費繰入金の５３６万２千円の減額が主なもので、

歳出の介護サービス給付費と減額補正によるものでございます。２項、１目基金繰入金に

おいて２０６２万１千円の追加は、財源調整によるものでございます。 
２０ページをご覧ください。次に歳出の説明を致します。１款、１項、１目一般管理費

において７５万１千円の追加は、消費税増税による介護報酬改定等に伴う、介護保険シス

テム改修委託料でございます。２款、１項、１目介護サービス給付費において４３８４万

４千円の減額、２項、１目介護予防サービス給付費において１６６万４千円の減額、４項、

１目高額サービス費において１８２万４千円の追加は、各サービスの実績見込みの精査に

よるものでございます。以上で、各会計の補正予算の概要の説明と致します。平成２６年

度各会計の予算案につきましては、諸戸補佐から説明を致します。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、諸戸君。 
〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） 私の方から、予算について説明致します。 
一般会計予算の概要について、保健福祉課所管分について説明致します。 
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まず、歳入からですけども、前年比較額の大きいものだけを説明させて頂きたいと思い

ます。１２款、１項、２目民生使用料、対前年１９７万６千円の減につきましては、配食

サービス利用料が主なものでございます。年間配食数を２万３千食から１万９２００食に

減らしたものでございます。 
１３款、１項、１目民生費国庫負担金、対前年２６１万１千円の増の主なものにつきまし

ては、社会福祉負担金で３９１万９千円の主なものは、障がい者自立支援給付費負担金が

４４３万５千円の増となっております。児童福祉負担金１３０万８千円の減につきまして

は、児童手当負担金で今年度実績数値を参考にしております。１４款、１項、１目民生費

道負担金１５４万２千円の増の主なものにつきましては、後期高齢者医療費保健基盤安定

拠出金で３９３万２千円の増、障がい者自立支援給付費負担金で２２１万８千円の増など

の合計で、１７４万２千円の増となってございます。 
２４ページをお開き頂きたいと思います。１４款、２項、３目衛生費道補助金３１１万

４千円の減につきましては、乳幼児医療費助成費事業補助金、健康増進事業費補助金、自

殺対策緊急強化推進事業補助金などで、３１１万４千円の減となってございます。１７款、

１項、６目地域福祉基金繰入金３４９９万８千円の減につきましては、地域福祉基金繰入

金３４９９万８千円で、これの減につきましては、ひかりの里建設費の減でございます。 
 ２５ページをお開きください。歳出ですけども、３款、１項、１目社会福祉総務費５１

２０万８千円の減の主なものにつきましては、１３節委託料１１４９万２千円の増で、こ

れの主なものにつきましては、各４つの計画、子ども子育て支援事業計画策定業務委託料、

地域福祉計画策定業務委託料、第６期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務委託料、

第４期障がい者福祉計画策定業務委託料の４つの委託料が増でございます。負担金補助及

び交付金７０７０万円の減につきましては、ひかりの里建設費補助の分の減でございます。

繰出金５２９万１千円の増につきましては、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金でござ

います。２目老人福祉費１７５７万円の減の主なものにつきましては、２６ページをお開

きください。１５の工事請負費、これにつきましては老人福祉センター改修工事がなくな

ったことによる減でございます。それと、繰出金で１１２７万６千円の増、介護老人保健

施設特別会計繰出金で９９７万４千円の増、介護保険特別会計繰出金で１３０万２千円の

増となってございます。３目障がい者特別対策費７７１万２千円の増の主なものにつきま

しては、２７ページをお開きください。扶助費で７７０万８千円の増となってございます。

これの主なものにつきましては、障がい者訓練等給付費扶助費で１７１３万９千円、障が

い者介護給付費扶助費で８６７万４千円の減が主なものでございます。 
 ２８ページをお開きください。後期高齢者医療費１５９２万９千円の増につきましては、

委託料２５５万２千円の増で、主なものにつきましては、後期高齢者システム移行業務委

託料が２３７万６千円の増となっております。負担金補助及び交付金８３４万１千円の増

につきましては、療養給付費負担金の増でございます。繰出金５０３万６千円の増につき

ましては、後期高齢者医療特別会計繰出金でございます。 
 ２９ページをお開きください。４目児童手当費１７０万円の減につきましては、児童手

当の減でございます。４款、１項、１目５５０２万３千円の増につきましては、委託料６
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０万円の増、これにつきましては、救急医療啓発普及事業委託料が増になっているもので

ございます。備品購入費２５８９万２千円、これは患者バス購入費でございます。 
患者バスにつきましては、資料７４ページをお開き頂きたいと思います。バスのタイプ

と致しましては、前扉・中扉のある路線バスタイプの購入を検討してございます。 
主な特徴と致しましては、上段の写真にありますように車いすのスペース、それと車い

す用のスロープが備え付けとなってございます。 
それと、中扉ステップですけども、ノンステップタイプとなってございます。 
乗車定員につきましては、５７名で、座席につきましては、２５人から２７人が座れま

して、３０人程度が立ち席というタイプを検討してございます。 
参考ですけども、平成２４年度の最多乗車人数につきましては、美利河方面で２０人、

今年度につきましては、美利河方面、白石・八束方面が１７人というのが、最多乗車人数

でございます。 
２９ページに戻りまして、負担金補助及び交付金１０４万２千円の増につきましては、

道南ドクターヘリ運航経費の負担金１０４万２千円が主なものでございます。繰出金２７

３６万２千円の増につきましては、国民健康保険特別会計施設勘定繰出金でございます。 
３０ページをお開きください。予防費１２５万７千円の減の主なものにつきましては、

需用費１３４万５千円の増、これにつきましては医薬材料費、肺炎球菌ワクチン等の追加

でございます。委託料３０２万２千円の減の主なものは、肺炎球菌委託料２００万円の減、

それと予防接種委託料につきましては、３１９万円の追加。これの中身につきましては、

新規事業と致しまして、インフルエンザ１歳から１２歳で１００万円の増。それと１３歳

から１５歳２１万１５００円の増となっております。共に、自己負担は１千円となってご

ざいます。１８節備品購入費３０万８千円の追加につきましては、感染症対策に使用しま

すパソコンと、モニターに使いますテレビの購入でございます。 
３２ページをお開きください。国民健康保険特別会計事業勘定予算案の概要についてで

ございます。１款、１項、１目５６４万１千円の増につきましては、１節医療給付費分現

年課税分で５６５万円の減、それと３節後期高齢者支援金分現年課税分で１２１３万６千

円の増となってございます。 
３３ページをお開きください。３款、１項、１目７０９万円の減につきましては、現年

度分の療養給付費等の支給に要する費用負担分でございます。２目高額医療費共同事業負

担金１０９万１千円の増につきましては、高額共同事業負担金１０９万１千円の増でござ

います。３款、２項、１目財政調整交付金１９４９万４千円の減につきましては、普通調

整交付金で３７９９万４千円、特別調整交付金で３００万円、現状にあった積算で、トー

タルで４０９９万４千円となってございます。４款、１項、１目療養給付費交付金９８０

万２千円の減につきましては、療養給付費交付金でございます。５款、１項、１目前期高

齢者交付金２１９１万９千円の増につきましては、現年度分で、２１９１万９千円の増で

ございます。６款、１項、１目高額医療費共同事業負担金１０９万１千円の増につきまし

ては、高額医療費共同事業負担金でございます。６款、２項、１目道財政調整交付金８３

５万１千円の減額は、普通調整交付金、特別調整交付金を精査し、今年度に見合うように
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計算して４８１６万１千円となったものでございます。７款、１項、１目高額医療費共同

事業交付金７０万円の増につきましては、高額医療費共同事業負担金でございます。 
３４ページをお開きください。９款、１項、１目一般会計繰入金５２９万１千円の増に

つきましては、一般会計繰入金で、職員給与費等繰入金で５７９万１千円の増となってご

ざいます。主なものについては、システム改修等の事務経費でございます。 
３６ページをお開きください。２款、１項、２目退職被保険者療養給付費１千万円の減

につきましては、療養取扱機関に対する診療報酬負担金でございます。前年実績を参考に

したものでございます。 
３７ページをお開きください。２項、１目一般被保険者高額療養費３００万円の増につ

きましては、実績数値により今年度増にしております。３款、１項、１目後期高齢者支援

金１３９万９千円の減につきましては、後期高齢者支援金分で支払通知によるものでござ

います。 
 ３８ページをお開きください。６款、１項、１目介護納付金２１２万円の減につきま

しては、介護納付金でございます。７款、１項、１目高額医療費拠出金４３６万２千円の

増につきましては、高額医療費共同事業医療費拠出金で、通知によるものでございます。 
以上で国保分の説明を終わります。 

 次、後期高齢者分でございます。 
４０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予算案の概要について、

１款、１項、１目特別徴収保険料２３５万２千円の増、現年度分の特別徴収保険料でござ

います。２目普通徴収保険料１００万９千円の増につきましては、現年度普通調整保険料

でございます。２款、１項、１目一般会計繰入金５０３万６千円の増につきましては、事

務費繰入金、保険基盤安定繰入金を精査しまして、５０３万６千円の増となってございま

す。 
 ４１ページをお開きください。２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金８４２

万８千円の増となっております。後期高齢者医療広域連合の納付金でございます。 
続きまして、資料の７５ページをお開き頂きたいと思います。 
平成２６、２７年における北海道の保険料率でございます。上の太枠、グレーに塗った

部分をご覧頂きたいと思います。均等割額について、５万１４７２円、３７６３円の増で、

７．８９％の増所得割については、１０．５２％、０．０９ポイントの減。賦課限度額に

ついては、５７万円。５５万円から２万円の増となってございます。一人当たりの保険料

につきましては、６万６２６５円、１０５３円の減で、１．５６％の減となってございま

す。 
介護保険の予算については、川崎主幹から説明致します。 

〇委員長（上村義雄君） 主幹、川崎君。 
〇保健福祉課主幹（川崎妙子君） それでは、説明事項９の、平成２６年度今金町介護保

険特別会計の予算案の概要について、説明致します。説明は新規のもの、または予算額の

前年度比較の大きいもののみ説明を致します。 
なお、介護給付費等に係る、平成２６年度の当初予算につきましては、平成２４年度か

ら２６年度までの第５期介護保険事業計画に基づき、歳入・歳出予算を計上しております。 
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 始めに歳入から説明を致します。 
４２ページになります。１款、１項、１目第１号被保険者介護保険料の予算額、１億３

２８３万５千円。前年度比較７万６千円の増で、現年度分については給付費の２１％を計

上しております。２款、１項、１目介護認定審査会負担金の予算額、５１４万８千円。比

較５万８千円の減で、共同設置しております介護認定審査会の運営費に係る、せたな町の

負担金の減でございます。４款、１項、１目介護給付費負担金の予算額、１億１０８４万

３千円。比較２５万１千円の増で、給付費の居宅が２０％、施設１５％を計上しておりま

す。２目調整交付金の予算額、３２８６万４千円。比較６万２千円の増で、給付費の５％

を計上しております。５款、１項、１目介護給付費交付金の予算額、１億９０６１万６千

円。比較は３６万５千円の増で、給付費の２９％を計上しております。 
 ４３ページになります。６款、１項、１目介護給付費負担金の予算額、１億２７７万７

千円。比較は１５万７千円の増で、給付費の居宅が１２．５％、施設１７．５％を計上し

ております。８款、１項、１目一般会計繰入金の予算額、１億９６３万７千円。比較は１

０１万３千円の増で、職員給与費、介護給付費などの繰入金の増によるものでございます。

２項、１目基金繰入金の予算額、９１８万円。比較２０万円の増で、財源調整としての介

護保険基金繰入金でございます。 
 次に、歳出について説明を致します。 
４４ページになります。１款、１項、１目一般管理費の予算額、１０３５万円。比較４

１万３千円の増で、職員の給料等人件費と、システム補修に係る委託料の増が主なもので

す。 
 ４５ページです。３項、１目介護認定審査会費の予算額、１５７７万３千円。比較１３

万８千円の減で、審査会委員報酬、訪問調査委託料の減額が主なものであり、審査会運営

費に掛かる費用につきましては、せたな町からの負担を受けております。 
 ４６ページをご覧ください。２款、１項、１目介護サービス給付費の予算額、５億７４

３５万１千円。比較１１１万４千円の増。２項、１目介護予防サービス給付費の予算額、

２８５７万４千円。比較は１４万４千円の増で、その他保険給付費については、前年度同

額でございます。 
４７ページです。４款、２項、２目総合相談事業費の予算額、６４４万３千円。比較は

１１万４千円の増で、地域包括支援センター職員の主事給と、人件費の増によるものです。 
 ４８ページをご覧ください。３目権利擁護事業費の予算額、５１万４千円。比較３６万

３千円の増で、こちらは、平成２５年度から実施しております、市民後見人要請事業に続

きまして、成年後見制度推進事業と致しまして、実施期間立ち上げに向けた検討、また、

平成２５年度に要請しました市民後見人候補者の方の意識啓発のための研修等に係る所

用の予算を計上したことによるものでございます。 
また、本事業につきましては、国の補助金の決定を待って対応致しますので、当初予算

では必要最低限なものを計上しております。 
なお、予算参考資料１３５ページと１３６ページに、青年後見制度推進事業について記

載してございますので、後ほどご覧ください。 
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４目包括的継続的ケアマネジメント支援事業費の予算額、６１０万６千円。比較１０万

円の増で、地域包括支援センター保健師の給与費等人件費と、介護予防に係る地域リハビ

リテーション指導の委託料が、主なものでございます。 
 次に、サービス医業勘定について、歳入より説明を致します。 
資料の５０ページになります。２款、１項、１目一般会計繰入金の予算額、５７３万２

千円。前年度比較は２８万９千円の増で、財源調整によるものでございます。 
 次に歳出について、説明致します。１款、１項、１目地域包括支援事業費の予算額、８

２２万２千円。前年度比較は２８万９千円の増で、保健師、主事の人件費と、普通旅費の

増が主なものです。以上で平成２６年度の各会計の予算案の概要についての説明と致しま

す。 
 次に、報告事項について、山田主幹から説明を致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、山田君。 
〇保健福祉課主幹（山田 薫君） それでは、報告事項について、説明致します。 
５２ページをお開きください。平成２５年度は、保健福祉課３計画、今金町健康増進計

画の策定、今金町食育実践計画、今金町特定健康診査実施計画による、町民の健康増進に

向けた取り組みを、各計画に相関性を持たせながら実施・推進して参りました。 
その実績報告の一つとして、今金町国保加入者の特定健康診査の受診状況が、過去３年

間と比較すると、平成２６年１月末現在では、多少ですが伸びが見られています。平成２

４年度の受診率は２８．８％でしたが、平成２６年１月末では３０．７％と伸びており、 
今後の２月３月までの受診状況に期待をもっているところです。 
また、３計画の内容が盛り込まれた事業実施として、昨年１２月ににこにこ健康広場、

町民医療講演会を、神丘、金原、種川、八束地区の会館で実施しました。これは、生活習

慣病や、がんによる疾患の重症化予防などのため、今金町民の健康づくりと医療費増高へ

の対策として、国保病院医師との共同により医療講演を４地区で実施し、併せて検診結果

の説明会、自主組織こぶしの会と栄養士が提供する減塩メニュー、豆乳けんちん汁の試食

などを実施しました。 
普段、医師へなかなか聞きづらいような質問が、各会館で交わされており、医師を身近

に感じて頂いた他、疾患が重症化する前に受診する動機付けの一つになったのでは、と感

じました。今後の予定として、このにこにこ健康広場の締めくくりとしての、医療講演会

を３月１９日に国保病院楯院長を講師として予定しております。講演のテーマは、「不整

脈の治療はいつ始めるのか、今までとこれから」であり、関心が高いテーマとなっていま

す。 
 また３月７日には、今金町健康増進計画の第３回目の策定委員会が予定されており、助

言者として関わって頂いている、東洋大学教授、斉藤恭平先生より健康づくり講演会とし

て、町民と行政でつくる健康な町をテーマに、お話を頂く予定です。 
 食育実践計画につきましては、減塩モニター事業を６０人の方に対して、今、現在も実

施中です。 
 その他、保険事務事業調書等につきましては、後ほどご参照をお願い致します。 
 以上を報告事項とさせて頂きます。 
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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

け致します。日置委員。 
〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。高齢者共同生活施設せせらぎの運営事業のとこ

ろで、昨年の実績が１００万円ほど予算が増えているんですけども、その中身が分かれば

教えてください。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 経費の増につきましては、消費税の影響によるものと、

人件費の定期昇給等によるものです。 
〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 患者バス購入事業なんですけども、先ほど、予約制バスの本運行

になったときに、このバスもまた利用するということで、そういう理解でいいですか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 予約制のデマンドバスにつきましては、現在のところ２

６年の１０月からの本運行に向けて、地区を限定しまして八束・白石地区、この地区の部

分を運行する計画となっております。それ以外の地区も含めまして、７系統で現在、患者

バスについては運行しておりますので、本運行と調整しながらですね、違う地区の部分の

運行をそのまま進めたいと考えております。 
〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 最終的には、予約制バスに変わるんですよね。もし、町民からそ

ういう要望があれば。その時には、この患者バスを使う予定があるのかどうか。使うつも

りでバスを入れるのか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 将来的な話になりますと、私の方から答弁するのはどう

かなと思いますが、当面の間はですね、その予約制の完全拡大、町内全部の拡大になる間

はですね、ある程度患者バスの必要性がありますので、その部分については運行してです

ね、拡大になってくる段階で調整をかけながら、運行をしていきたいなと考えております

ので、その辺でご理解を頂きたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 患者バスの運営事業の方になるんですけども、先ほどの話だと、

まだ座席が余裕があるということだったんですけども、病院以外にもちょっと買い物に行

きたいときに乗れないか、というような要望が結構あるんですよね。その辺はだめなもの

なんでしょうかね。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 一応、患者バスにつきましては、本来は病院等の通院等

に使う形を基本としています。あと、福祉の拡大と致しまして、あったからんどの部分に

も運行はしております。ただ、実際問題ですね、このバスにつきましては、定員上の人数

は多いのですが、一般の運行するバスと同じような形で立ち席の部分が非常に多いです。

実際問題、座席としては２５から２７なんですが、要するに座席を倒して、最大までして

乗るような形で、それでけの人数しか乗れませんので、通常のスタイルでお年寄りが余裕
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をもって乗るとなると、やはり２０くらいのスタイルになってしまいます。そして、その

他に車いすも収用できるような形のスペースになりますので、この部分の規模については

やむを得ないのかな、という形で判断はしております。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。その他にありませんか。 
 ないようですので、以上で保健福祉課の質疑を終わります。 
〇委員長（上村義雄君） 次に、介護老人保健施設より説明をお願い致します。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、始めに説明事項の１番、平成２

５年度今金町介護老人保険施設特別会計補正予算第３号について、提案理由を申し上げま

す。 
 この度の補正につきましては、業務の予定量の変更はございません。 
収益的収入及び支出の補正ですが、規定の予算の総額を収入・支出それぞれ１１０万４

千円を減額し、予算の総額を収入・支出それぞれ３億５４１３万１千円にしようとするも

のであります。 
なお、詳細は予算内訳について申し上げます。 
補正の概要について、収益的収入は、第１款施設運営事業収益、第２項事業外収益１１

０万４千円の減額でございます。 
収益的支出では、第１款施設運営事業費用は、第１項事業費用で１１０万４千円の減額

は、各々精査による執行残でございます。 
次に、議会の承諾を経なければ利用することのできない経費の補正は、職員給与費で１

４万８千円の増額で、計２億４７２０万２千円でございます。これらの減額に伴い、他会

計からの補助金の補正は５５５２万５千円を、５４３２万１千円に改めるものでございま

す。 
続いて、２ページをお願いします。収益的収入でございますけども、１目他会計補助金

は、一般会計補助金で１２０万４千円。これは財源調整による減額でございます。２目そ

の他事業外収益は１０万円で、テレビ、冷蔵庫使用料外で、精査による増額でございます。 
収益的支出においては、給与費で１４万８千円は手当でございまして、記載の通りでご

ざいます。各々精査による増額でございます。材料費５０万円の減額は、薬品費、給食材

料費各々の、精査による減額でございます。経費７５万２千円においても、記載の通り精

査による減額でございます。 
以上が第３号補正予算の内訳でございます。 
続いて、説明事項２番の、平成２６年今金町介護老人保健施設特別会計予算案の、提案

理由を申し上げます。 
４ページをお願いします。業務の予定量は、入所・通所者定員８０人、通所１０人。 
療養介護者数は１日平均入所者数、前年度より１名増の７４名、述べ２万７０１０人。

通所では１日平均通所者数５人、述べ１２２５人にしようとするものであります。 
収益的収入及び支出の予定額は、収入・支出それぞれ、３億８０１０万７千円にしよう

とするものであります。 
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収入における内訳は、第１款施設運営事業収益３億７９７１万円は、事業収益で２億９

６６６万９千円、事業外収益は８３０４万１千円でございます。第２款訪問看護事業収益

は、事業外収益で３９万７千円でございます。 
また、支出における内訳は、第１款施設運営事業費用で３億７９７１万円は、事業費用

３億５８２１万３千円、事業外費用で９５３万７千円。特別損失で１１９６万円は、のち

に説明致します。 
 この度の、地方公営企業法が改正となり、国からの指導に基づき、前年度期末手当の一

部を計上しています。第２款訪問看護事業費用は、事業費用・事業外費用併せて、３９万

７千円でございます。 
資本的収入および支出の予定額は、第１款資本的支出２２２９万４千円で、内訳は、企

業債償還金でございます。 
次に、一時借入金は限度額を３千万円にしようとするものであります。 
次に、議会の議決を経なければ利用することのできない経費は、職員給与費で２億４１

１０万７千円にしようとするものでありま。 
他会計からの補助金は、一般会計からの補助金で８２１１万円でございます。 
以上が、平成２６年新年度予算案でございます。 

 続いて、内訳でございます。５ページをお願いします。 
 収益的収入ですが、施設運営事業収益で３億７０７１万円で、事業収益２億９６６６万

９千円は、施設サービス費２億４２９４万９千円で、内訳として、入所サービス費２億３

４９６万８千円、通所者施設療養介護費７９８万１千円でございます。自己負担金５０３

０万９千円の内訳は、入所者自己負担金で４８５４万７千円、通所者自己負担金で１７６

万２千円でございます。前年度より減額したものの内訳は、自己負担限度額の基準で負担

率の低い方が多く見込まれるためでございます。その他事業収益は３４１万１千円でござ

います。事業外収益８３０４万１千円は他会計補助金で、一般会計補助金８１７１万３千

円。 
 次、６ページをお願いします。その他事業外収益各種使用料外で、１３０万３千円。受

取利息配当金預金利息で２万５千円でございます。訪問看護事業収益は３９万７千円で、

事業外収益で一般会計補助金でございます。 
 続きまして、収益的支出でございます。７ページをお願いします。 
 施設運営事業費用は３億７９７１万円で、内訳で、事業費用３億５８２１万３千円は、

給与費２億４１１０万７千円で、前年比２０５５万８千円の減額ですが、給与費１億２３

８万７千円、４４６万３千円の減額、賃金１０１１万６千円の減額、法定福利費３５２万

２千円の減額の主なものは、給食委託化に伴う準職員及び臨時調理員の減員によるもので

ございます。手当５１１万９千円、１４４１万７千円の減額は、この度の地方公営企業法

の改正に基づき６月賞与の取扱いが見直され、当年度においては４月会計であることから、

４月、５月の２カ月分として、前年度１２月から３月分を減額したものによります。 
飛びますが１０ページをお願いします。３項目目の、特別損失として本年度のみの計上

ですが、前年度期末勤勉手当を１１９６万円補充計上しております。 
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再び８ページ、元に戻ってお願い致します。来年度６月賞与分、１２月から３月分の４

カ月分は、賞与引当金繰入金として同額計上しております。本年度は、特別損失を計上し

ていますが、翌年度、平成２７年度以降はこの引当金繰入金のみの計上となります。この

取り扱いがこの度の国の指導の下、地方公営企業法の改正による取扱いでございます。 
材料費７４９万４千円は、内訳として薬品費６３７万５千円、診察材料費６万円、医療消

耗備品費１０５万９千円で、給食材料費は委託化に伴い支出がございません。前年比１８

６６万４千円の減額でございます。経費９０３２万７千円は、内訳として厚生福利費７６

万６千円、報償費５万９千円、旅費交通費１６万円、職員被服費１６０万９千円は、平成

２３年度購入しました介護士のユニフォーム購入が３年更新のため、この度２６年度が増

額になっております。消耗品費７２９万４千円、消耗備品費６９万７千円は、消費税増税

に伴うそれぞれの増額。光熱水費５８４万１千円は実績に基づく。燃料費８５０万円は単

価増によるものでございます。食糧費４万円、印刷製本費１９万９千円は同額です。修繕

費１１４万３千円でございます。保険料３８９万１千円は臨時調理員の減によるもので、

賃借料１６９万５千円は、レントシステムが今年５月に終了することによる減額でござい

ます。通信運搬費７万３千円、委託料５６６０万８千円は、記載の各種委託料で消費税増

税に伴い増額されております。また、一番下の給食調理業務委託料４０７１万７千円が新

たに増額されております。内容は調理委託料と、給食材料費を併せての委託内容でござい

ます。 
 次ページをお願いします。諸会費１０万８千円、交際費３万円、他科受診料９６万円は

同額。雑費６５万４千円は実績に基づく増額でございます。研究研修費８１万９千円は、

旅費５７万３千円、図書費６万円研修負担金１８万６千円でございます。減価償却費１８

４５万２千円は、内訳として建物減価償却費１６３１万７千円、建物減価償却費は本年度

で終了のため、償還残金のみによるもので減額でございます。器械備品減価償却費２３３

万３２千円でございます。資産減耗費１万４千円は固定資産除去費でございます。事業外

費用９５３万７千円は、支払利息及び企業債取扱諸費で、内訳として企業債利息９５１万

９千円、一時借入金利息１万８千円でございます。 
 先に申し上げましたが、特別損失は手当で、前年度期末手当１１９６万円でございます。 
 次に１１ページです。訪問看護事業費用は３９万７千円で、事業費用の減価償却費２４

万８千円と、事業外費用の企業債利息１４万９千円でございます。 
 １２ページ、資本的収入及び支出でございます。 
 資本的支出２２２９万４千円は、企業債償還金でございます。資本的支出の補てん財源

ですが、資本的支出の不足額２２２９万４千円は資本的支出と同額で、損益勘定内部留保

資金でございます。 
 続いて、報告事項１の利用状況でございますが、平成２５年度１月末までの、介護老人

保健施設の利用状況ですが、右側計で、４月から１月計で２万２４３１人、対前年比９５

９人の増、日平均在所者数は７３．３人、対前年比３．１名の増でございます。 
 通所利用者は、４月から１月計で１１２０人、対前年比１８５人の増、平均日通所者数

は５．５人、対前年比０．９人の増でございます。幾分か増員傾向になっております。 
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 続いて、施設の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。

老健事業収益は、事業収益（１）で、２億４９１９万５４５６円、事業外収益（２）で、

１３５万４６２９円、合計２億５０５５万８５円、Ａの分でございます。対前年比で１０

７２万３３０８円の増でございます。 
 
 下段、老健施設の事業費用は、事業費用（３）ですけども、２億５９６９万６９１７円、

事業外費用５２３万４８９７円、合計２億６４９３万１８１４円、Ｂでございます。対前

年比８８４万５７５８円の減となっております。 
 純利益は、収支で１４３８万１７２９円の減となっておりますが、１月期においては、

１２月の賞与があり減額となっておりますので、ご理解の程をお願い致します。対前年比

においては、１９５６万９０６６円の増となっております。 
 以上が、介護老人保健施設からの報告事項と、説明事項でございます。よろしくお願い

致します。 
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

け致します。よろしいですか。無いようですので、以上で介護老人保健施設の質疑を終わ

ります。 
〇委員長（上村義雄君） 次に、国保病院より説明をお願い致します。事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは、病院資料に基づきまして説明をさせて頂き

ます。 
 病院からは、説明事項５件、それから報告事項１件となっております。 
 まず、説明事項の１、２、３につきましては、条例改正でございます。改正の理由等に

つきましては、冒頭に副町長からご説明がありましたので、内容についての説明とさせて

頂きます。 
 まず、１点目の、今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正する

条例制定について、ご説明申し上げます。 
新旧対照表でご説明させて頂きます。資料の２ページをお開き頂きたいと思います。 
改正前の条例におきまして、第４条に、出張診療業務手当を設けてございました。これ

につきましては、当院の医師が他の病院等で勤務した場合に、診療報酬の日掛けの金額の

２分の１を支給するというところでございましたが、今、高まっております地域ニーズに

合わせて、訪問診療など院外での活動を更に積極的に取り進めていく必要があることから、

これらに新たなものを加えようとするものでございます。 
１点目としましては、医師の派遣診療契約等により、町内の社会福祉施設や、介護施設、

これは老健の部分は除いておりますけども、診療に従事したとき１回につき５千円を支給

するもの。 
それから、院外で行われております各種検診や、予防接種、これらに従事した場合にも

同じく５千円を支給するもの。 
それから、在宅高齢者等を中心に行われております、個人宅への訪問診療、これに従事

した場合に１件につき２千円を支給するものでございます。 
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なお、これらの取り組みにつきましては、現在、診療等、診療あるいは病棟管理の時間

の外でやって頂いておりますので、時間外に及ぶ場合も多く、医師への負担も大変大きく

なっていることでございますので、今回改めてこれらの手当を支給しようとするものでご

ざいますので、よろしくお願い致します。 
続きまして、説明事項の２番目、今金町国保病院使用料及び手数料の条例を改正する条

例制定について、ご説明致します。 
これにつきましても、新旧対照表で説明を致します。資料の４ページをお願いしたいと

思います。 
診療報酬等の改定に伴いまして、現在使用料として条例化しております電気毛布、電気

敷布、ラジカセ、扇風機等々の電気使用量につきましては、入院基本料の中に既に組み込

まれているという見解が出されました。このことから、収入として得ることが出来ないと

いうことでございますので、条例の項目から削除するものでございますので、ご理解を頂

きたいと思います。 
続きまして、説明事項の３番目、今金町国民健康保険奨学金貸与条例の一部を改正する

条例制定について、ご説明致します。 
資料の５ページからになります。新旧対照表につきましては７ページになりますので、

７ページをお開き頂きたいと思います。 
今回の改正につきましては、今後、確保が困難と思われる職種について、追加しようと

するものでありまして、その職種につきましては、第１条の改正にあります通り臨床検査

技師、それから診療放射線技師、薬剤師、この３職種を奨励金の対象職種に追加しようと

するものでございます。 
第２条の改正につきましては、それぞれ今の３職種の法的根拠を表記したものでござい

ます。 
第５条の改正につきましては、文言整理でございます。 
第９条におきましては、それぞれ追加した技術職の奉職義務年限を規定したものであり

まして、検査技師、それから放射線技師にあっては３年以上。薬剤師にあっては５年以上

という奉職期間を明記したものでございます。 
続いて、８ページになります。第１０条の改定でございます。８ページから９ページに

掛けての部分になります。 
８ページの部分につきましては、保健師の減免期間の変更を行ったものであります。現

状３年であったものを、４年に直すものでございますが、これにつきましては４年制大学

での看護師免許取得、あるいは準看学校からそのまま高看学校へ進んで、修学期間が４年

位なるという例も見られてございます。失礼しました。看護師であります。訂正致します。

看護師の部分について、４年制の大学、あるいは準看から高看へという形で、４年の就学

期間という方も増えてございますので、これら４年間借り受けした場合に、減免期間を４

年まで伸ばすという改正をしているものでございます。 
それから９ページの部分については、新たな３職種について規定をしているものでござ

います。それぞれ就学期間を限度として免除規定を加えたものでございます。 
以上、改正内容についての説明を終わります。 
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続きまして、説明事項４番、平成２５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号の概要について、ご説明を申し上げます。 
今回の補正につきましては、１月期までの状況から年度末までの見込みを立てて、収

入・収益それぞれの精査をしたものでございますので、概要のみの説明に代えさせて頂き

たいと思います。 
それでは、概要の説明を致します。資料のページが１１ページになります。 
今回の補正につきましては、業務の予定量を（１）の年間患者数では、入院を７８３３

人から７３６０人に、外来を２万９８９０人から２万５２６１人に。 
（２）の１日平均患者数では、入院を２１．５人から２０．２人に、外来を１０６．４

人から１０３．１人に変更しようとするものであり、４月から１月期までの実績から見込

んだものでございます。 
（３）の主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、既決予定額から収入・支出それぞれ３４０万２

千円を減額し、予算の総額を収入・支出それぞれ７億６１３２万１千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。 
資本的支出の補正では、４１万３千円の減額は、建設改良費で、実績精査によるもので

あり、資本的収入の補正はございません。 
続きまして、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）

の職員給与費で、２４５万５千円の減額。 
（２）の交際費で３０万円の減額であります。 
他会計からの補助金の補正では、８７８万１千円を、１１７４万２千円に改めようとす

るものでございます。 
すみません。もう一度第６条の説明をし直します。 
他会計からの補助金につきましては、８７８万１千円を、８８０万６千円に改めるもの

でございます。大変申し訳ございません。 
次に、たな卸し資産購入限度額の補正では、７４０５万３千円を７５６２万６千円に改

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。 
続きまして、説明事項５、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算案の

概要について、ご説明を致します。資料の１７ページになります。 
本会計の予算編成にあたりましては、業務の予定量では、年間患者数を、入院で８７６

０人、外来で２万６２１５人。一日平均患者数では、入院で２４人、外来で１０７人を見

込んだところでございます。 
主な建設改良事業は、医療用機器購入においては、人工呼吸器購入１台などで、３６１

万８千円。 
管理用機器購入においては、パソコンの更新、病室扇風機などで１６１万８千円。 
給食用機器購入費では、氷温庫、配膳車の更新などで３４０万７千円となっております。 
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公営企業法の改正に伴い、リース機器についても資産計上することとされましたので、

新たにリース資産購入を項目として加え、内視鏡、ナースコール、レントゲン機器など周

期リース物件を含め１０２２万６千円となりました。 
収益的収入及び支出の予定額におきましては、収入の１款病院事業収益で７億９４５３

万３千円は、第１項医業収益で４億１７３６万６千円、第２項医業外収益で３億７７１６

万７千円であります。 
支出の１款病院事業費用で７億９４５３万３千円は、第１項医業費用で７億６８４６万

１千円、第２項医業外費用で２４８万４千円、第３項特別損失で２３５８万８千円であり

ます。 
なお、特別損失においては、公営企業法の改正に伴い、本年６月に支給される期末手当

等について、平成２５年１２月から平成２６年３月までの４カ月分に相当する額を、前年

度予算から賞与等引当金として処理することが正当とされたことから、当該金額に相当す

る額２３２８万８千円を特別損失として計上してございます。 
資本的収入及び支出の予定額は、収入の１款資本的収入において３０万円は、返還金で

奨学金でございます。 
支出の１款資本的支出において２９６１万７千円は、第１項建設改良費で１８８６万９

千円、第２項企業債償還金で９３０万８千円、第３項奨学金貸付金で１４４万円でござい

ます。資本的支出に対して不足する２９３１万７千円は、内部留保資金で補てん致します。 
一時借入金の限度額は６千万円と定めるものでございます。 
次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、（１）の職員

給与費で４億８０２６万６千円、（２）の交際費で９０万円であります。 
他会計からの補助金は８６４万２千円で、たな卸し資産購入限度額は、今後公営企業法

の改正に伴い、薬品費、診療材料費の合計のみとし、６７４８万４千円と定めるものであ

ります。 
以上、概要を申し上げました。 
詳細につきましては、山田主幹よりご説明申し上げます。よろしくお願い致します。 

〇委員長（上村義雄君） 主幹、山田君。 
〇国保病院主幹（山田哲也君） それでは、私の方からは、２６年度予算の詳細について、

ご説明致します。 
 始めに、収益的収入からご説明致します。資料の１９ページをご覧ください。 
 病院事業収益で、本年度予定額７億９４５３万３千円は、対前年度比２１８９万２千円

の増となっております。１項医業収益で、本年度予定額４億１７３６万６千円は、対前年

度比４９３万９千円の減となっておりますが、主な要因と致しましては、対前年度比で、

入院収益では２４４万６千円の増、外来収益では６６８万９千円の減となったところでご

ざいます。予定額の内訳として、１目入院収益の予定額２億４１０万８千円、２目外来収

益の予定額１億７５６４万円、３目その他医業収益の予定額３７６１万８千円となってお

ります。 
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 資料２０ページをご覧ください。２項医業外収益で、本年度予定額３億７７１６万７千

円は、対前年度比２６８３万１千円の増となっておりますが、主な要因と致しましては、

他会計負担金が増となってございます。 
 次に、収益的支出について、ご説明致します。資料２１ページをご覧ください。 
 病院事業費用で、本年度予定額７億９４５３万３千円は、対前年度比２１８９万２千円

となっております。１項医業費用で、本年度予定額７億６８４６万１千円は、対前年度比

３７２万６千円の増となっております。 
  
 本年度と比較致しまして増減の主なものをご説明致します。１目給与費の６節賞与等引

当金で２３２８万８千円の増となっておりますが、これは公営企業法の改正により新たに

増えた項目でございます。 
資料２２ページをご覧ください。３目経費の１３節賃借料で９０万５千円の減となって

おりますが、こちらも制度改正に伴って、医療機器等のリース料が資本的支出での計上に

移行したことによるものです。同じく経費の１６節委託料で４２８５万２千円の増となっ

ておりますが、こちらは給食調理業務が新たに委託になったことにより、２２２９万４千

円が増になり、また医療職派遣業務の１６４１万６千円を当初予算から計上したことによ

るものです。 
資料２３ページをご覧ください。５目原価償却費の３節リース資産原価償却費で４１９

万４千円の増となっておりますが、こちらは公営企業法の制度改正により新たに増えた項

目でございます。 
資料２４ページをご覧ください。３項特別損失の２節手当で２３２８万８千円の増とな

っておりますが、こちらも制度改正により増えた項目でございます。 
次に資本的収入及び支出をご説明致します。２５ページをご覧ください。 
資本的収入で、本年度予定額３０万円は、対前年度比４２万円の減となっております。

資本的支出で、本年度予定額２９６１万７千円は、対前年度比４６８万９千円の増となっ

ております。 
前年度と比較して増減の主なものは、２目リース資産購入の１０２２万６千円で、制度

改正により資本的支出に計上することとなったものであります。資本的支出に対する収入

の不足額は損益勘定留保資金の２９３１万７千円を予定しております。 
なお、平成２６年度の機械器具購入の概要は２６ページに記載しておりますし、リース

資産の概要につきましては２７ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただきたい

と思います。 
また、２８ページから３０ページにおきましては、公営企業法の改正内容を記載してお

りますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 
以上で、平成２６年度予算案の詳細説明を終わらせて頂きます。 
続きまして、報告事項１につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。 
以上で、説明を終わります。 
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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

け致します。よろしいですか。何かありませんか。いいですか。無いようですので、以上

で国保病院の質疑を終わります。 
    ◎質疑漏れ 
〇委員長（上村義雄君） 以上で、各課からの説明事項が終わりました。全体を通して何

かあればお受け致します。ありませんか。 
    ◎合同委員会が必要となる案件について 
〇委員長（上村義雄君） 全体でなければ、最終的に合同委員会の必要の部分で、先に理

事者の方から合同委員会をということで申し出がありましたので、それを了承しまして、

それによって合同委員会で以って説明をするということでよろしいですね。 
 はい。ではそのように決します。委員会からは無いですね。 
では、理事者の方は先に申し述べて頂いたので、その部分で合同委員会を設置するという

ことで議運に諮っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 
 以上で、各課説明事項を終わりました。理事者の皆さんにはご出席、非常にありがとう

ございました。 
 時間がないので、休憩なしでそのまま、所管の部分に入りたいと思いますのでよろしく

お願いします。 
    ◎所管事務調査について 
 引き続き、これより平成２６年の所管事務調査について協議致します。 
 平成２６年本委員会の所管事務調査についてを協議致します。局長から説明を頂いて、

それに基づいて協議したいと思います。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、ご説明を致します。 
 皆様のお手元に、所管事務調査の事件について提出をしておりますけども、まずは２５

年度の継続調査の申し入れが皆様のお手元にあると思います。 
いずれにしても各課の所管事業を網羅していると考えておりますけれども、具体的な内

容につきましては、６月の常任委員会で決定をするという運びになると思います。 
それで、２６年度につきましては、１０項目あります。それで、２５年度について、障

がい者の就業生活支援に関する調査研究についてということで、常任員会で継続的にやっ

ていたということでございますけども、この部分については、２６年度はどう致したらよ

ろしいかということでございますので、ご検討頂きたいと思います。 
議長に提出する段階で、この部分を加えるものであれば加えて、報告をしなければなら

ないというふうに考えますので、よろしく願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 今、説明を局長からして頂きました。暫時休憩致します。 

暫時休憩 １７時２２分 
開議 １７時２６分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を解き、開議致します。 
 休憩の中で、障がい者の就業生活支援に関する調査研究についてを、２６年度について

も継続してこれを調査研究の中に加えるという意見がありましたので、加えていきたいと
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思いますので、そういう方向で皆さんの了承でよろしいでしょうか。では、そのように決

しさせて頂きます。 
 なお、具体的な部分については、今後、新年度になってからの部分で協議しながらやっ

ていきたいと思いますので、了承願いたいと思います。 
    ◎その他 
〇委員長（上村義雄君） その他で、皆さん何かあれば。ありませんか。よろしいですか。 
では、閉会させて頂きます。 
    ◎閉会の宣言 
〇委員長（上村義雄君） その他でありませんので、本日の常任委員会を、これを以って

閉会と致します。 
 どうも、ご協力ありがとうございました。 

閉会 １７時２７分 
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