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平成２６年 今金町総務厚生常任委員会 
 
平成２６年６月１０日（火） 
 
○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２６年 所管事務調査について 
  ６ その他 
 
○出席委員（５名） 
委員長６番 上 村 義 雄 君   副委員長 ４番 加 藤 三 明 君 

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

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

    副   町   長         清 水   寛 君 

    総 務 財 政 課 長         北 見 伸 夫 君 

 兼 選 管 書 記 長 

務 財 政 課 長 補 佐         岸   貴 之 君 

 総 務 財 政 課 主 幹         立 島   剛 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 

    まちづくり推進課主幹         遠 藤 盛 人 君 

    今 金 消 防 署 長         山 口 昭 則 君 

    今 金 消 防 署 次 長         佐々木 裕 市 君 
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    会 計 管 理 者 兼         西   勝 明 君 

    税 務 住 民 課 長 

    税務住民課長補佐         松 村 康 弘 君 

    税 務 住 民 課 主 幹         中 里 英 明 君 

    税 務 住 民 課 主 幹         北 見 由美子 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 

    保 健 福 祉 課 主 幹         山 田   薫 君 
    介護老人保健施設事務長         太田越 宜 晴 君 
    国 保 病 院 事 務 長         杉 山 輝 希 君 

    国 保 病 院 主 幹         川 崎 妙 子 君 

 

 
 
○出席事務局職員 
    議 会 事 務 局 長         柏 田 泰 明 君 
    議 会 事 務 局 係 長         中 川 真 希 君 
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開議 １３時２６分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（上村義雄君） 少し早いですけども、所管の方々、委員の方々が全員揃いま

したので、始めたいと思います。 
  ６月に入り、今年はエルニーニョ現象という部分があって、暑いときは暑い、寒く

なったら山瀬がずっと続くというような。きょうは割と暖かい状況の中で、第２回定

例会に向けた常任委員会でございますので、審議の上よろしくお願いしたいと思いま

す。 
 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（上村義雄君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ち、ご挨拶をお願

いいたします。 
  町長、外崎君。 
〇町長（外崎秀人君） こんにちは。本日の総務厚生常任委員会に当たりまして、私の

方から提出議案に関すること、それ以外に両常任委員会に関すること、並びに情報報

告ということで、様々な分野からあいさつをさせて頂きたいと思います。 
  まず、最初に、今回の定例議会に提案しています案件につきましては、この後に各

所管の方から説明をさせていただきたいと思います。 
  １つは、この度の補正予算に、臨時福祉給付金給付事業と、子育て世帯臨時特例給

付金給付事業を提案しているところであります。この後、所管からその内容について

説明をいたしますが、６月５日付の北海道新聞に、臨時給付金、この２つの事業の受

け付け開始に関する記事が記載されました。６月から受け付けをするだとか、あるい

は中旬だとか下旬だとか、様々な言葉が使われていた報道でありましたけども、基本

的には道内市町村の約７割が、まだ情報が未公開だという新聞の報道でありました。

このことは、給付金支給の基本が住民税の非課税世帯が対象ということから、所得の

確定事務が成された後に手続きが行われるということになるものであり、今金町にお

きましても同様の手続きを行うことで、事務を進めている訳であります。具体的にそ

れでどうのこうのということについては後ほど説明をさせていただきたいと思いま

す。 
  ２点目は、本年度の国民健康保険税率についてでありますけども、昨年から約９，

０００万円の基準総所得が減となります。加えて税収も約１，６００万円くらいの歳

入の減少が見込まれることから、本来はその減少分に見合った分を収入として確保し

なければらならいのですが、昨年度の国民健康保険運営協議会並びに議会等々の議論

意見などの経過を踏まえまして、財政調整基金を全額繰り入れをして収支のバランス

を取ることで諮問し、国民健康保険運営協議会からの答申もいただきましたことから、

税率を据え置くことといたしたところであります。 
懸案事項でありましたところの、消防のデジタル整備事業の入札が先般行われまし

て、予定価格の９３．９６％で落札され、先般の檜山広域行政組合臨時議会で受入契
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約締結の議決を受けました。このことによる、今金町分の事業主の確定につきまして

は、現在事務局の方で精査をしておりますので、後ほど明確になるかと思います。 
あと、選挙事務ということにつきましては、本常任委員会の所管ということになり

ますので振りたいと思いますが、先に、私の方から経過の情報として、農協を中心と

する農業改革についての情報を提供した訳であります。その中で特に、行政が関わる

農業委員会については市町村長の選任制に変更しようとする案で、議論が進められて

いるようであります。１３日に期成改革会議がこの最終答申をまとめ、それを受けて

政府が２７日には新たな成長戦略として決めるとのことでありますけども、その育成

を注視して参りたいと考えております。このことから、農業委員会の選挙が７月に予

定されている訳でありますけども、この７月の選挙からということにはならないだろ

うということで、私は予測をしている訳でありまして、予定通りの選挙事務が進めら

れることと思っております。 
なお、これからの部分を含めてですけども、現在進めている現況の制度の中で、専

任による委員さんは、農業共済組合、土地改良区、町議会が推薦した者を町長が専任

することになっていることから、それぞれの団体に推薦依頼を６月４日付で行ったと

ころであります。 
３月の常任委員会で経過報告いたしました、総合体育館の耐震診断でありますけど

も、委託業務の成果品が提出されました。その内容につきましては、今後の対応もあ

ることから、その基本となる考え方も示す必要もありますので、全員協議会を開催し、

その中で報告したいと考えている訳であります。 
もう１点は、この間、クアプラザピリカに関する今後の在り方について、考えを示

して事務や相手方との協議を進めてきているところであります。この６月１３日に、

受託会社となる代表者が来庁し、具体的な調整・協議を行うことになっています。こ

のことから、きょうとあすの常任委員会で報告ができないという状況にあることから、

全員協議会をお願いし、その結果と今後の計画について、説明したいと考えていると

ころであります。 
なお、その際に、今季、この冬のスキー場開設を目指すとするという目標を持った

スケジュール面で考えますと、７月でも臨時議会を開催していかなければいけないと

いうお願も、考えている訳でありまして、そういうことを含めた状況の説明をしたい

と思っているところであります。 
もう１点は、国営緊急農地再編整備事業の南地区の工事が、着手されることになり

ますが、この事業の起工式を期成会主催で挙行する計画をしているところであります。

今朝までは、６月２４日と決まっていたんですけども、ちょっと事情がありまして、

宮司さんが居られないということで、まだ日付が明確でないのですが、その週に取り

進めることで事務を進めている訳であります。決定され次第、情報周知をさせていた

だきたいと思っております。今の、期成会等々含めた打合せの情報の中では、全議員

さんにもご案内を差し上げたいということで考えているところであります。 
もう１点でありますが、これも事務そのものは教育の分野になる訳でありますけど
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も、実際に動くとすれば、この所管事務になる訳でありまして、報告をさせていただ

きたいと思いますが、町長就任以来、道立高等養護学校の所在が、町に及ぼす効果は

並々ならぬものがあるという認識をしてきていたところであります。学校所在地の町

村としての所在地の使命が、当然ある訳であります。更には、学校運営や生徒・卒業

生の応援・支援についても、目を向けていかなければならないところでありますが、

このような共通の課題を抱えている町村長、教育長、そして現場の学校長を交えた情

報交流・意見交換の機会を設けようと、この間、関係町村に提案をし、共通認識をし

ていただいたところであります。そこで、準備会を経て、５月２３日に、道立高等養

護学校所在地町村交流連携会議が設立されました。私が代表を務め、教育長が事務局

として運営していくことになりました。特に、卒業生の就労支援等々を含めて、福祉

分野として本常任委員会所管事項でもあることから、逐次、その動きを報告させてい

ただきますが、このことにつきましても今後ご支援賜りますよう、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 
以上を申し上げまして、前段の私のあいさつとさせていただいて、この後に、今回、

提案する内容について説明をさせていただきたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 
 
    ◎開会の宣言 
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開会いたします。 
 
    ◎定例会提案案件の説明 
  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。それでは説明をさせていただきます。平成２６

年度の第２回定例会に、提案を予定しております議案につきましては１１件でありま

す。その内訳につきましては、地方自治法の規定により構成市町村議会の議決をお願

いするものが２件。それと過疎地域自立市町村計画の変更が１件。平成２６年度の一

般会計を始め各特別会計の補正予算が８件ということで、１１件であります。 
  では、議案１号より順次提案理由を申し上げます。 
  議案第１号は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更であります。本

組合の組織から、上川中部消防組合並びに伊達壮瞥学校給食組合が解散・脱退し、更

には道央廃棄物処理組合が、新たに加入するということに伴いましての規約変更につ

いて、地方自治法の２８６条第１項の規定に基づいて、構成町村議会の議決をお願い

するものであります。 
  議案第２号も、北海道市町村総合事務組合規約の変更であります。これにつきまし

ても、本組合の組織から上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合が解散・脱退し、

更には赤平市が統合脱退し、鷹栖町及び上川町が解散に伴う加入、更には道央廃棄物
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処理組合が新規加入するということなどに伴う、規約の変更について、地方自治法の

規定に基づき、議決をお願いするものであります。 
  議案第３号は、今金町過疎地域自立市町村計画の変更についてであります。過疎債

対策事業重度事業として、プレミアム商品券発行事業及び集落支援交通対策事業を、

新規に搭載することで本計画の変更につきまして、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、議決をお願いするものであります。 
  議案第４号以下は、補正であります。一般会計補正予算の第１号でありますが、６，

８００万２，０００円の減額補正をお願いしようとしております。 
  議案第５号は、国保の事業勘定の補正予算第１号であります。１，８８０万５，０

００円の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第６号では、後期高齢者医療特別会計補正予算第１号でありまして、４万７，

０００円の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第７号は、介護保険特別会計補正予算第１号で、保険事業勘定で２２万３，０

００円の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第８号では、介護老人保健施設特別会計の補正予算第１号で、収益的収支にお

いて、８８万５，０００円の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第９号では、国保の施設勘定の補正予算第１号でありますが、収益的収支にお

いては、１，９０３万５，０００円の減額補正。資本的収支においては、５７２万円

の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第１０号では、簡易水道事業特別会計補正予算第１号で、２１万３，０００円

の追加補正をお願いしようとしております。 
  議案第１１号では、公共下水道事業特別会計補正予算第１号で、３３２万７，００

０円の減額補正をお願いしようとしております。 
  以上でありますが、補正概要とそれぞれの所管における提案事項の詳細につきまし

ては、所管課ごとに説明をいたさせますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 
〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

ただ今の説明に対し、質疑があれば、お受けいたします。 
ないようですので、次に進みます。 

 
    ◎各課説明事項について 
〇委員長（上村義雄君） これより、各課説明事項についてを議題といたします。 
  始めに、総務財政課より説明をお願いします。 
  課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 総務財政課、総務厚生常任委員会資料につきましては、

岸補佐より説明をいたさせますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（上村義雄君） 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２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
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いたします。 
  それでは１ページ目をお開きください。 
  一部事務組合規約の変更について、説明いたします。 
  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてでございます。 
  変更の内容としましては、本組合の組織において、上川中部消防組合、伊達壮瞥学

校給食組合が解散脱退し、道央廃棄物処理組合が新規加入することに伴う規約の変更

について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき議会の議決を求めるものでご

ざいます。 
  改正内容といたしまして、別表第１の項中、西天北五町衛生施設組合の後の、上川

中部消防組合及び江差町ほか２町学校給食組合の後の、伊達壮瞥学校給食組合を削り、

北空知圏学校給食組合の後に、道央廃棄物処理組合を加えるものでございます。 
  ２ページ目をお開きください。続きまして、北海道市町村総合事務組合規約の変更

についてでございます。先の説明と同じく、変更の内容といたしましては、本組合の

組織において、上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合が解散脱退。赤平市が統合

脱退し、鷹栖町及び上川町が解散に伴う加入。道央廃棄物処理組合が新規加入するこ

とに伴う規約変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、議会の議

決を求めるものでございます。 
  こちらの改正内容といたしましては、別表第１（第２条）関係ですが、石狩振興局

の項中（１５）を（１６）に、北海道後期高齢者医療広域連合の後に、道央廃棄物処

理組合を加え、空知総合振興局の項中（３５）を（３４）に、歌志内の前の赤平市を

削除し、上川総合振興局の項中（３１）を（３０）に、士別地方消防事務組合の後の、

上川中部消防組合を削除し、胆振総合振興局の項中（１３）を（１２）に、むかわ町

の後の伊達壮瞥学校給食組合を削除するものでございます。 
  続きまして、別表第２（第３条）関係でございます。消防組織法（昭和２２年法律

第２２６号）第２４条第１項の規定による非常勤消防団員委係る損害賠償に関する事

務の項中、江別市の後の赤平市を削除し、長万部町の後に鷹栖町・上川町を加え、上

川北部消防事務組合の後の、上川中部消防組合を削除いたします。 
  続きまして、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第６９条の規定

に基づく非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事

務の項中、北海道後期高齢者医療広域連合の後に、道央廃棄物処理組合を加えるもの

でございます。 
  以上、一部事務組合規約の変更についての説明でございました。 
  ３ページ目をご覧ください。平成２６年度一般会計補正予算第１号の概要について、

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５２億２，８４５万

円に、補正額６，８００万２，０００円を減額し、補正後の額を５１億６，０４４万

８，０００円、前年度比較９．３％の増とするものでございます。今回の補正に係る

財源調整といたしまして、備荒資金支消交付金において、２，６６４万９，０００円

の減額となってございます。一般会計補正予算第１号の歳入歳出一覧について、各項
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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。 
  まず、歳入ですが、中段にあります、国庫支出金３，３９７万６，０００円の追加

は、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

特例給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６４５万３，０

００円の追加は、民生費道負担金において、国民健康保険基盤安定負担金及び障がい

者医療費負担金の追加が主なものでございます。繰越金４２６万８，０００円の追加

は、前年度繰越金の追加でございます。諸収入２，５１８万１，０００円の減額は、

雑入において、北海道備考資金組合積立金支消交付金の減額が主なものでございます。

町債８，８３０万円の減額は、消防債において、消防救急デジタル無線整備事業債の

減額が主なものでございます。 
  続いて、右側の表の歳出になります。総務費６９０万７，０００円の減額は、一般

管理費において、４月人事異動に伴う人件費の減額。企画費において、今金町高齢者

交通料金助成事業負担金の追加が主なものでございます。民生費４，２７３万７，０

００円の追加は、社会福祉総務費において、臨時福祉給付金、国民健康保険特別会計

事業勘定繰出金の追加、児童手当費において、子育て世帯臨時特例給付金の追加など

が主なものでございます。衛生費１，７６５万４，０００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の減額が主なものでございます。

商工費５００万円の追加は、商工総務費において、住宅リフォーム助成事業補助金の

追加でございます。土木費１８３万９，０００円の減額は、下水道事業費において、

公共下水道事業特別会計繰出金の減額が主なものでございます。消防費９，２０１万

１，０００円の減額は、常備消防費において、檜山広域行政組合負担金の減額が主な

もので、消防救急デジタル無線整備事業に係る減額でございます。教育費２１１万５，

０００円の追加は、保健体育総務費において、今金町体育協会補助金の追加が主なも

ので、今金町空手道連盟の全国大会に係る追加でございます。 
  ４ページ目をお開きください。４ページ目からは、一般会計補正予算第１号の総務

財政課所管分の概要についてでございます。 
  まず、歳入でございますが、１５款財産収入、１目財産貸付収入１，０００円の追

加は、町営住宅において滞納が発生したことによる追加でございます。１６款寄附金、

１目一般寄附金４万５，０００円の追加は、ふるさと納税寄附金が５件あったことに

よる追加でございます。１８款繰越金、１目繰越金４２６万８，０００円の追加は、

前年度繰越金でございます。１９款諸収入、２目雑入２，６６４万９，０００円の減

額は、北海道備考資金組合積立金支消交付金で、今回の補正予算に伴う財源調整によ

るものでございます。 
  ５ページ目をご覧ください。同じく歳入、２０款町債、３目衛生債２４０万円の追

加は、浄化槽設置整備事業債で、過疎債充当事業による調整に伴うものでございます。

７目消防債９，０７０万円の減額は、消防救急デジタル無線整備事業債で、これは国

の補正予算により、平成２５年度予算に計上したことに伴う減額でございます。なお、

町負担は繰り越し明許費にて計上しております。 
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  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１，５６４万６，０

００円の減額は、給料において６９４万円の減額となり、こちらは４月１日付人事異

動に伴うものでございます。職員手当等において６４０万円の減額は、こちらも人事

異動及び負担率確定に伴うものです。共済費において２４１万７，０００円の減額は、

こちらも人事異動及び負担率確定に伴うものです。負担金補助及び交付金１１万１，

０００円の追加は、町村非常勤職員公務災害補償組合負担金でございます。こちらは

当初見込んでいた人数を超過したため、今後の加入予定及び予備分を含めて追加する

ものでございます。１１目電子計算費、需用費において２０万円の追加は、修繕料で、

住基ネット窓口端末及びサーバー用無停電装置の修繕を行ったことにより、予算残額

が１０万円程度となったことから今後の修繕に対応するための追加でございます。 
  ６ページ目をお開きください。２款総務費、１目選挙管理委員会費５万６，０００

円の減額で、職員手当において７万６，０００円の減額は４月１日付人事異動及び負

担率確定に伴うものでございます。共済費において２万円の追加は、こちらも人事異

動及び負担率確定に伴うものでございます。１１款公債費、３目公債諸費、使用料及

び賃借料において１１万８，０００円の減額は、起債管理システム借り上げ料で、導

入から５年を経過しシステム上一部問題が発生し、クラウド化システムへの変更を検

討し、予算計上しておりましたが、システム上の問題が解決したため再リースするこ

ととなったための減額でございます。 
  以上、予算の説明を終わります。 
  続いて７ページ目をお開きください。７ページ目からは報告事項となってございま

す。 
  まず、１点目は、平成２５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２５年度、歳入総額５５億１，０４３万６，４５０円。歳

出総額５４億８，８１０万１８９円。差し引きまして、２，２３３万６，２６１円。

翌年度繰り越し事業財源といたしまして、１０６万８，０００円を差し引いた、２，

１２６万８，２６１円が実質収支となり、財調基金に１，２００万円を積立し、９２

６万８，２６１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、各特別会計の決算額となっておりますので、後ほどご確認をお願いします。 
  続きまして、９ページ目をお開きください。９ページ目は、平成２５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２５年４月１日から平成２６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。異議の申し立ての状況

ですけれども、こちらはありませんでした。今金町情報公開個人情報保護審査会を、

平成２５年８月２７日に開催しております。 
  続きまして１０ページ目をお開きください。１０ページ目は、平成２５年度今金町
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個人情報保護条例の運用状況についてでございます。期間は、平成２５年４月１日か

ら平成２６年３月３１日まで。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２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、開示・訂正等の請求及び是

正の申出件数は、ございませんでした。 
  １１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（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があればお

受けいたします。ございませんか。 
  芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。１点お伺いしたいと思いますが、４ページ目

の下段にあります、１９款の備荒資金の交付金でありますが、ここで２，６６４万９，

０００円となっていますけども、３ページの一覧の中で、同額で反映されるのが正し

いのではないかと思うのですが、差額についてはどういう内容でしょうか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 補正予算のページを見ていただければ、一目瞭然なの

ですけども、その中に備荒資金の交付金が２，６６４万９，０００円でございますが、

その他に、市町村防災減債対策事業助成金１４６万８，０００円という項目もござい

ますので、それを足して３ページの金額になるということで、よろしくお願いいたし

ます。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。よろしいですか。 
  芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） ９ページの、３番目ですか、トップページとありますけども、

これはホームページの誤りですか。トップページとはどのようなものですか。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、岸君。 
〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） ホームページによる情報提供ということで、トッ

プページのアクセス件数１２万，４０６件なんですけども、こちらはですね、今金町

という検索を行って、今金町の最初に出るトップページのアクセス件数、見られた件

数というのがこの件数ということになります。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。 
  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。 
  次に、まちづくり推進課より説明をお願いいたします。 
  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、今回は説明事項３件、

報告事項４件となっております。資料の概要については、山田補佐から説明いたしま
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すので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、山田君。 
〇まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） こんにちは。それでは、私のほうからは、

説明事項からご説明申し上げます。 
  資料の１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

てでございます。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、議会の議決が必要なことから提案するものでございま

す。今回の変更点は２つの事業の追加であり、まず１つは、産業振興の区分で、資料

で（９）となって太字にもなってございますが、プレミアム商品券発行助成事業。も

う１つは、集落整備の区分で一番下の方に、（１）というふうに太字で事業名がなっ

てございますが、集落支援交通対策事業でございます。 
  次に説明事項の２番、平成２６年度一般会計補正予算（第１号）まちづくり推進課

所管分の概要について、ご説明いたします。２ページをご覧ください。 
  まず、歳入です。１９款諸収入で１４６万８，０００円の追加は、市町村振興協会

が全道に向けて行う事業で、市町村防災減債対策事業助成金の内示があったことによ

る追加であります。今金町では防災用車両の購入を予定しており、その約半額が助成

となるものでございます。 
  次に、歳出です。６目企画費で８３７万９，０００円の追加は、集落支援交通対策

事業に係るもので、需用費で３４万３，００円、役務費で７４万円、委託料で２２９

万６，０００円、負担金補助及び交付金で５００万円のそれぞれ追加でございます。

事業の詳細につきましては、４ページと５ページの資料をご覧ください。 
  今金町高齢者交通料金助成事業の目的は、６５歳以上の町民に対し、函館バスの利

用料を助成することにより、高齢者の外出支援と社会参加の促進を図ること。並びに

函館バスの利用促進を図ることでございます。事業の内容は６５歳以上の対象者一人

につき、年間５，０００円を助成することとし、１枚当たり１，００円分の助成券を

５枚交付いたします。交付を受けた対象者は助成券１枚に対して、１，０００円の個

人負担で２，２００円分のバス乗車カードを購入できるもので、助成券５枚全て利用

した場合は、個人負担額５，０００円で実質１１，０００円分バスを利用できること

になります。助成券は年度限りの有効期限とし、購入したバス乗車カードの利用期限

はございません。バス乗車カードは役場で販売する予定でございます。この事業は平

成２６年度から、当面３カ年を予定しており、平成２６年度は１，０００人分の助成

を見込んでおります。計上している予算はこの事業に係る印刷代と手数料とバス乗車

カードの町負担分となっております。 
  次に６ページと７ページの資料をご覧ください。今金町地域公共交通調査事業につ

きましては、第１回地域交通協議会にて、今年度は、金原豊田地区及び日進地区が選

定され、２系統での実施を計画しております。実施時期は、昨年度、八束白石地区で

実施しましたデマンドバス実証実験と同様に、９月と２月を予定しております。調査
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事業は、東ハイヤーとの契約を予定しており、その委託料として２２９万６，０００

円計上しております。 
  次に、補正予算歳出に戻ります。２ページをご覧ください。７目住民活動推進費に

おいて４万６，０００円の追加は、ふるさと創生基金積立金であります。こちらは、

今年度に入ってから、ふるさと納税が５件あったことによるものでございます。 
  次に３ページをご覧ください。６目公衆浴場費において１０８万２，０００円の減

額は、あったからんどの内装工事に伴うものです。 
資料の８ページをご覧ください。あったからんどは内装工事のため、浴室・浴槽が使

用できないことから、７月１日から８月８日までを休館といたします。休館の間は、

総合体育館前から種川温泉まで、無料送迎を行います。送迎時間は資料に記載のとお

りでございます。このため、休館に伴う業務委託料を１７１万５，０００円減額し、

送迎等に伴う委託料として６３万３，０００円追加してございます。休館に伴う住民

周知は、広報今金６月号や回覧板にておこなっております。 
  次に、補正予算歳出に戻ります。３ページをご覧ください。９款、１項、１目常備

消防費において、９，４９０万円の減額は、檜山広域行政組合負担金であります。内

訳として、消防本部費は、消防救急デジタル無線整備事業について、国の補正予算を

活用し、平成２５年度繰越明許費事業として、３月補正に予算計上済みでありますこ

とから、９，５４１万５，０００円を減額するものでございます。 
申し訳ございません、ここで資料の訂正をお願いいたします。次に、消防諸経費が

ございます。その下に共済費にあり、右の方に内訳で共済組合事務費７万１，０００

円とございますが、ここが共済組合追加費用負担金ということで、事務費を訂正し、

追加費用負担金としたいので、よろしくお願いいたします。訂正して、お詫び申し上

げます。 
消防諸経費は、職員手当・共済費・テレビ受信料などの増減により４０万５，００

０円の減額となっており、消防団経費は婦人防火クラブの広報聴覚資機材整備事業に、

コミュニティ所営事業の内示があったことにより、９２万円の追加となってございま

す。２目消防費において２８８万９，０００円の追加は、防災用車両購入に伴うもの

で、需用費で２５万８，０００円の追加、備品購入費で２６３万１，０００円の追加

でございます。 
以上で、補正予算のまちづくり推進課所管分の説明を終わります。 
次に、報告事項１から４、まちづくり推進課所管施設の平成２５年度利用状況を報

告させていただきます。 
まず、資料９ページのあったからんど利用状況です。平成２５年度の年間入浴者は、

４万４，０７６名で、入浴料は１，３０７万８，６４０円となっております。こちら

に研修室利用者と使用料及び物品販売等を合わせて、人数が４万５，３７４名、金額

が１，３２８万９，２９０円となっております。 
  次に、資料１０ページの種川温泉休憩所利用状況です。平成２５年度の年間入浴者

は、１万３，２４５名で、入浴料は３８５万９，８３０円です。これに、物品販売等
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を合わせて、人数は同じく１万３，２４５名、金額が３８８万６，７８０円となって

おります。 
  次に、資料１１ページの、町民センター利用状況です。平成２５年度のホールと各

室を合わせた、年間利用回数は１，３６４回、利用人数は３万９３４名、利用料は６

１万９，４３０円となっております。 
  次に、資料１２ページの、生活改善センター等利用状況です。平成２５年度の１７

館を合わせた、年間利用回数は１，２８５回、利用人数は１万９，３０６名となって

おります。 
  なお、各施設の月別内訳や、前年度対比につきましては、それぞれ記載のとおりで

ございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 
  以上で、まちづくり推進課の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

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

受けいたします。 
  芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。 
  ３ページのですね、公衆浴場費の関係でありますが、７月の１日から８月の８日ま

で休館と。これに対しての減額が１７１万５，０００円となっておりますが、これの

算出根拠について分かればお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 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。 
  まず、業務委託料、あったからんどの１７１万５，０００円の減額でありますが、

この度、今年度契約しました契約額を１２等分しまして、日割りとさせていただきま

した。その間、７月１日から８月８日までの３９日間を減額するということで、合計

で１７１万５，０００円、日割りにいたしますと４万３，９８４円という形になって

おります。 
  続きまして、休館関連業務委託料の６３万３，０００円の追加でございますが、こ

れは、種川温泉に送迎業務がございますので、それを１日３往復という形で、日額で

１万３，４１３円の３６日。それにプラスの開館前の準備期間といたしまして、清掃

等もございますので、送迎と清掃を合わせた日額の１４万９，５５６円の３日分を足

しまして、合計で６３万３，０００円の追加をさせていただきました。よろしくお願

いします。 
〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） 例えば、この工事が早まった場合、あるいは遅れた場合につい

ては、再度補正という形でよろしいですか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、山田君。 
〇まちづくり推進課長（山田 薫君） これは、工事期間中の一番掛かった日で計算し

ておりますので、これが短縮した場合はそれぞれの精算という形で、後ほどまた追
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加・減額補正をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
  無いようですので、以上で町づくり推進課の質疑を終わります。 
  次に、税務住民課より説明をお願いします。 
  課長、西君。 
〇税務住民課長（西 勝明君） 税務住民課からは、総務厚生常任委員会に、報告事項

２件を提出資料に基づきまして、松村補佐からご説明いたしますので、よろしくお願

いします。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、松村君。 
〇税務住民課長補佐（松村康弘君） 税務住民課からは、報告事項として２件です。 

１件目は、平成２５年度町税収入状況について。平成２６年５月末現在と、２件目

は、平成２５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。 
１ページ目をご覧ください。平成２５年度町税等収入状況について、説明いたしま

す。 
普通税関係（１）からは、各科目ごとに現年分と過年分を合わせ、収入済額と収納

率について説明します。内容については、５月末現在となっております。 
町民税、個人分として、収入済額１億９，４０７万６，９７３円で、収納率９６．

１０％であります。法人分として、収入済額３，０５１万３，０１９円で、収納率９

９．４４％であります。固定資産税は、国有資産等交付金を含め、収入済額で２億２，

９１９万２，１９８円で、収納率９４．６１％であります。軽自動車税では、収入済

額１，１５８万１，７００円で、収納率９８．８％であります。特別土地保有税につ

きましては、滞納繰越分となっておりますが、収入済額はありません。現年度分の計

として、収入済額で４億６，２１６万９，５４１円で、収納率９９．４２％でありま

す。滞納分の計として、収入済額３１９万４，３４９円で、収納率１４．６２％であ

ります。普通税（１）の合計といたしまして、４億６，５３６万３，８９０円で、収

納率９５．６１％であります。 
続きまして、普通税関係（２）においては、たばこ税として、収入済額４，８２６

万８３７円。入湯税として、収入済額２１４万６，９００円であります。 
税外においては、使用料、公営住宅使用料、収入済額５，６８６万５，０８８円で、

収納率８７．９７％であります。財産貸付収入、貸地・貸家として、収入済額１，６

２１万２，２３４円で、収納率９９．９５％であります。 
国民健康保険では、国民健康保険税全体といたしまして、収入済額２億５，２６４

万１，４６７円で、収納率８１．８７％であります。内訳として、一般では、２億４，

２６１万７，２９８円で、８１．３７％であります。退職分では、１，００２万４，

１６９円で、９６．１％であります。現年分の計として、収入済額２億４，５０５万

３，３４０円で、収納率は９８．０８％であります。滞納分として、収入済額７５８

万８，１２７円で、収納率１２．９２％となっております。 
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続きまして、２ページをご覧ください。平成２５年度渡島檜山地方税滞納整理機構

引受件数・引受額収納状況について、説明します。 
下段の方になりますが、移管件数としては８件、移管額は４１５万３，２０３円で、

収納額は２１３万９２９円で、収納率は５１．３％であります。延滞金６９万４，７

９９円、延滞金を含めた合計金額は２８２万５，７２８円となっております。 
以上で、報告を終わります。 

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

受けいたします。 
  山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 細微なことなんですが、収納率の件ですが、課長さんが同じ

なのに、どんな状況で全部が微増されているのか。累計を見ると、それぞれ収納率が

上がっています。考えられる原因とはなんでしょうか。微増なんですが、いずれもず

っと上がっています。これはやっぱり経済的な背景があるんでしょうか、それとも、

今、考えられる方法は、私共は良く存じませんので、わずかですが皆上がっているの

はどうしてかなと感じがしたので。もし、考え得ることがあれば。決していじわるで

聞いている訳ではないですからご心配なく。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、西君。 
〇税務住民課長（西 勝明君） 今の山本委員の答弁でございますけども、私の基本方

針として、税務課としての収入の当たるものの基本方針としましては、基本的には平

成２５年度については、町税等滞納整理区分に基づきまして、徴収事務を行ってると

ころであります。この第１点としましては、１期目と新規の滞納が発生しないために、

まず現年度分は納付していただく。これを町税の基本としております。更に、担当の

者が電話催告・文書催告等から、滞納者と接触対応を繰り返しまして、滞納者の収入

状況で、分割納付の推進や納税相談、納付指導を行いまして徴収率の向上に努めてい

るところでございます。 
  ただし、徴収対策につきましては、毎日の地道な積み重ねが、解決の道でございま

すので、今後とも関係課との連携を図りながら、職員一丸となって徴収率の向上に向

けて少しずつ努力して参りますのが現状でございます。特に、方策ということはござ

いませんので、毎日の積み重ねがこういう結果になったという形で、私は思っていま

すので、どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 理解するとかしないとかは別で、ちょっと時間があたから言

うけど、ここ１０年間の中で１番収納率が多いんですよ。良くやったなという気持ち

で聞いていたんです。努力に敬意を表します。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 実は、先日の国保の運営協議会での席上でも、同様の話をさ

せていただきました。非常に、国民健康の現年度分の収納率は９８．０８％と取り過

ぎではないかと、来年が大変だよという話もしたのでありますが、今、西課長が言い
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ましたとおり、担当の地道な毎日積み重ねがこの結果になっているというふうに、私

共は理解しておりますし、非常に感謝をしております。更にとお願いをしなければな

りませんが、この滞納分についても３１９万４，０００円、普通税で。それと、国保

で７５０万円ほど、合わせると約１，０００万円以上集めております。滞納整理機構

で集めてきているのが、２５０万円くらいでありますから、これはもう職員の、きっ

としつこいくらいの督促の結果だと思っておりました。更には、国保の運営協議会の

ときにもお礼を申し上げましたが、口座振替、そして組勘制度というものが、非常に

私共、税を扱う者としましては、非常に有り難い制度を活用させてもらっております

し、特に組勘については利子を払いながら納めていただいているという行為も、十分

承知をしておりますので、その点に感謝を申し上げ、また、この答弁の趣向にしたい

と思っております。これで、慢心することなく、担当には更に頑張っていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 他にございませんか。 
  以上で、税務住民課の質疑を終わります。 
  ２時４０分まで休憩いたします。 

休憩２時２９分 
開議２時４０分 

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

諸戸補佐より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、諸戸君。 
〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） 保健福祉課からの説明事項ですけども、説明事項

の１から４番、各会計の補正、それと、それに伴います報告事項として、４番の臨時

福祉給付金、それと子育て世帯臨時特例給付金についてご説明いたします。 
  １ページをお開きください。一般会計補正予算第１号の保健福祉所管概要について

です。 
  まず、歳入からですけども、１３款、１項、１目、２６５万７，０００円の追加は、

国民健康保険基盤安定負担金が４５万７，０００円の追加で、これは賦課算定による

ものでございます。障がい者自立支援給付費負担金が３１０万１，０００円の減額で、

負担金区分の変更によるものです。障がい者医療費負担金が５０８万円の追加で、負

担区分の変更及び透析患者１名増によるものでございます。障がい児施設給付費等負

担金が２１万１，０００円の追加で、負担区分の変更によるものでございます。次、

１３款、２項、１目、訂正をお願いしたいと思います。補正額２，３２０万４，００

０円を２，９７１万６，０００円としまして、合計を４，１０５万７，０００円とし

ていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。１節社会福祉費補助金２，

３２０万４，０００円の追加ですけども、臨時福祉給付金給付事業費補助金が２，１
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００万円の追加で、消費税増税に伴う低所得者対策によるものでございます。同じく

２２０万４，０００円の追加が、臨時福祉給付金事務費補助金でございます。これも

同じ内容によるものでございます。続きまして、児童福祉補助金６５１万２，０００

円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金が５５０万円の追加で、消費税増税

に伴う子育て世帯の影響緩和措置によるものでございます。子育て世帯臨時特例給付

金給付事務費補助金が１０１万２，０００円の追加で、理由は同じでございます。こ

の２つの給付金の説明につきましては、一般会計補正予算を全部説明後にご説明した

いと思います。 
  次、２ページをお開きください。１４款、１項、１目、４８２万４，０００円の追

加は、国民健康保険基盤安定負担金が３７２万４，０００円の追加で、賦課算定によ

る増でございます。障がい者自立支援給付費負担金が１１万１，０００円の減額で、

負担区分の変更によるものでございます。障がい者医療費負担金が１１０万円の追加

で、透析患者１名増によるものです。障がい児施設給付費等負担金が１１万１，００

０円の追加で負担区分変更によるものでございます。 
  次、３ページをお開きください。歳出ですけども、３款、１項、１目、２，８８０

万９，０００円の追加は、賃金が７１万２，０００円、臨時事務員賃金でございます。

理由は臨時福祉給付事務費によるものです。需用費が３５万３，０００円、内訳で、

消耗品費が２９万３，０００円の追加、印刷製本費が６万円の追加。役務費２６万３，

０００円の追加で、通信運搬費が２４万６，０００円の追加、手数料が１万７，００

０円の追加。１３節委託料が６４万８，０００円の追加で、臨時福祉給付金システム

導入委託料で６４万８，０００円の追加。使用料及び賃借料２３万６，０００円が、

事務機器借上料２３万６，０００円の追加で、これにつきましては、総合福祉費施設

費からの組み換えでございます。負担金補助及び交付金２，１００万円の追加、臨時

福祉給付金２，１００万円の追加でございます。繰出金５５９万７，０００円の追加

は、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金です。次、２目５４万４，０００円の追加

は、介護老人保健施設特別会計繰出金が８８万５，０００円の追加で、介護保険特別

会計繰出金が３４万１，０００円の減額です。 
  次、４ページをお開きください。３款、１項、３目、４４０万円の追加は扶助費で、

自立支援医療費扶助費が４４０万円の追加、透析患者１名増によるもの。障がい児サ

ービス利用計画作成費扶助費が４４万２，０００円の追加、負担区分の変更によるも

の。サービス利用計画作成費扶助費が４４万２，０００円の減額、負担区分の変更に

よるものでございます。次、総合福祉施設費の２３万６，０００円減額は、使用料及

び賃借料２３万６，０００円の減額で、事務機器借上料が２３万６，０００円でござ

います。後期高齢者医療費１万３，０００円の減額は、繰出金で、後期高齢者医療特

別会計繰出金でございます。３款、２項、４目児童手当費２１万２，０００円追加と

なっているものを、ここでまた訂正をお願いしたいと思います。６５２万１，０００

円の追加で、７，０３４万６，０００円にするものでございます。申し訳ございませ

んでした。需用費２１万２，０００円の追加で、消耗品費が２０万１，０００円の追
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加、印刷製本費が１万１，０００円の追加、子育て世帯臨時特例給付事務に伴うもの

でございます。役務費６万３，０００円の追加で、通信運搬費が４万６，０００円、

手数料が１万７，０００円の追加です。委託料７４万６，０００円の追加で、子育て

世帯臨時特例給付金システム導入委託料で、７４万６，０００円の追加です。負担金

補助及び交付金５５０万円の追加は、子育て世帯臨時特例給付金で、５５万円の追加

でございます。 
  次、５ページをお開きください。４款、１項、１目、１，９０３万５，０００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目委託料で１２８万

円の追加は、健康管理システム改修委託料です。予防接種改正及び国保連との仕様変

更による改修費でございます。４目、１万６，０００円の追加は使用料及び賃借料で、

自動車借上料で、医師送迎に伴う運賃単価改定によるものでございます。 
  別冊の臨時福祉給付金・子育て世帯特例給付金について、ご説明したいと思います。

まず、根幹にありますのは、一番上の四角い太枠に囲んでいるものでございますけど

も、社会保険と税の一体化改革、これが根源にあります。平成２６年４月から消費税

率８％になりました。この税率の引き上げに伴う反動減を緩和して、景気の下振れリ

スクに対応すると共に、その後の経済成長率の底上げと好循環の実現を図り、持続的

な経済成長につなげるため、２つの給付金を支給するとなってございます。 
２つの給付金の概要でございますけども、上の黒丸、臨時福祉給付金の概要です。

消費税率の引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的

な措置として実施されます。消費税率の引き上げによる１年半分の食糧品の支出額の

お￥増額分を参考にして、支給額を１万円としております。 
次、子育て世帯臨時特例給付金の概要です。消費税率の引き上げに際し、子育て世

帯への影響を緩和すると共に、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な

給付措置として実施します。対象児童１人につき、１万円が１回限りで支給されます。 
いずれも、基準日につきましては、平成２６年１月１日に住所を有する市町村で申

請することになります。 
次、２ページ目をお開きください。まず、申請につきましては、申請書の送付、全

世帯への送付を考えてございます。時期的には、７月上旬から中旬としております。

申請の受け付けは、申請書送付後から受付を開始いたします。同じく、７月上旬から

３カ月を目安としております。給付時期につきましては、申請書受付後税情報確認後、

７月上旬から８月上旬を予定してございます。給付方法につきましては、口座振込と

なっております。住民への周知につきましては、広報誌、新聞折り込み、各種健康相

談等での声掛けを実施したいと思っております。 
各給付金の概要ですけども、３ページをお開きください。臨時福祉給付金ですけど

も、平成２６年度分の住民税を課税されていない方が対象となってございます。ただ

し、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合は除かれます。生活を面

倒見てもらっている場合というのは、税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除にお

ける配偶者、扶養親族、青色及び白色事業専従者、それと生活保護の受給者となって
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ございます。支給額につきましては、１人当たり１万円。それと、下記の加算対象者

は１人につき５，０００円となってございます。加算対象者は、老齢基礎年金。障害

基礎年金、遺族基礎年金等の受給者。それと、児童扶養手当、特別障がい者手当等の

受給者となってございます。下の表１ですけども、これはあくまでも、非課税の目安

として載せております。人数や、障がい者、本人に障害があるなどによっては、非課

税の金額も変わってきます。 
次、４ページをお開きください。子育て世帯臨時特例給付金の概要です。支給対象

者は、次のどちらの要件も満たす方が対象です。①平成２６年１月分の児童手当特例

給付を受給②平成２５年の所得が児童手当の所得制限限度未満、下の２の表となって

います。対象児童につきましては、支給対象者の平成２６年１月分の児童手当特例給

付の対象となる児童となっております。ただし、前段にありました、臨時福祉給付金

の対象となる児童、それと生活保護の受給者となっている児童につきましては、除か

れます。支給額につきましては、対象児童１人つき１万円となってございます。５ペ

ージにつきましては、対象者の診断チャートとなっておりますので、後ほどご覧いた

だきたいと思います。 
続きまして、また補正の方に移りたいと思います。６ページですけども、今金町国

民健康保険特別会計事業勘定補正予算の概要について、まず歳入から。１款、１項、

１目、１，３８８万８，０００円の減額は、医療給付費分、現年課税分で１，０７４

万円の減額。後期高齢者支援金分、現年課税分で１２４万円の減額。介護納付金分、

現年課税分で１９０万４，０００円の減額。これにつきましては、税率据え置きに伴

います減額で、基準総所得が減額になったことによるものでございます。次、２目、

２３１万４，０００円の減額は、医療費給付費分、現年課税分が１３７万９，０００

円の減額。後期高齢者支援金分、現年課税分が３５万９，０００円の減額。介護納付

金分、現年課税分が５７万６，０００円の減額。理由につきましては、先ほどのとお

りでございます。３款、１項、１目、９０５万２，０００円の減額は、療養の給付等

に伴う費用負担の収入金の減額で、試算による減でございます。 
次、７ページをお開きください。３款、２項、１目、４０７万４，０００円の減額

は特別調整交付金で、交付金算定見込みによるものでございます。４款、１項、１目、

１２２万６，０００円の追加は、療養給付費交付金で、実績試算によるものでござい

ます。５款、１項、１目、９万１，０００円の減額は、交付金の現年度分で、額の確

定によるものでございます。６款、２項、１目、６６２万７，０００円の追加は、普

通調整交付金が２６２万７，０００円の追加で、交付金算定見込みによる増。特別調

整交付金が４００万円の追加で、同じく交付金算定見込みによる増でございます。 
次、８ページをお開きください。９款、１項、１目、５５９万７，０００円の追加

は、職員給与費等繰入金が２万２，０００円の追加で、事務費等の増によるもの。保

険基盤安定繰入金、保険税軽減分が４６６万円の追加で、賦課算定による増。保険基

盤安定繰入金、保険者支援分が９１万５，０００円の追加で、賦課算定による増でご

ざいます。９款、２項、１目、２，５４６万７，０００円の追加は財政調整基金繰入
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金で、賦課算定による財源調整による増でございます。１０款、１項、１目、１１９

万９，０００円の追加は、前年度繰越金でございます。 
９ページをお開きください。歳出ですけども、１款、１項、１目、２万２，０００

円の追加は、給料が２万１，０００円、職員手当がゼロ、共済費が２万６，０００円

の追加、これは昇給等による増でございます。委託料が２万５，０００円の減額は国

民健康保険改正システム改修委託料で、額の確定によるものでございます。 
１０ページをお開きください。歳出ですけども、３款、１項、１目、４万１，００

０円の追加は後期高齢者支援金で、額の確定による増でございます。４款、１項、１

目、６，０００円の追加は前期高齢者納付金で、額の確定によるものでございます。

６款、１項、１目５万５，０００円の減額は介護納付金で額の確定によるものでござ

います。１１款、１項、３目、１，８８３万１，０００円の追加は、国庫負担金補助

金等精算返還金で、実績試算による返還金見込額の増でございます。 
１１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

要についてです。まず歳入からですけども、２款、１項、１目、１万３，０００円の

減額は事務費繰入金で、前年度繰越金の増による財源調整でございます。３款、１項、

１目、１万５，０００円の追加は、前年度繰越金でございます。４款、３項、１目、

４万５，０００円の追加はその他で、被保険者異動による保険料還付金の増でござい

ます。 
次、１２ページをお開きください。歳出ですけども、２款、１項、１目、１万円の

追加は、後期高齢者医療広域連合納付金で、前年度繰越保険料によるものでございま

す。３款、１項、１目、３万７，０００円の追加は保険料還付金で、被保険者異動に

よる保険料還付金の増でございます。 
１３ページをお開きください。今金町介護保険特別会計補正予算の概要について。

歳入からですけども、８款、１項、１目、３４万１，０００円の減額は、職員給与費

等繰入金が１８万２，０００円の追加で、事務費等繰入金が４７万円の減額で、地域

支援事業繰入金、穂活的支援事業・任意事業が５万３，０００円の減額で、人事異動

によるものでございます。９款、１項、１目、５６万４，０００円の追加は、前年度

繰越金でございます。 
１４ページをお開きください。歳出ですけども、１款、１項、１目、２万８，００

０円の減額は、職員手当等で３万７，０００円の減額、共済費で９，０００円の追加。

精査によるものでございます。１款、３項、１目、３０万４，０００円の追加は、給

料で１８万７，０００円、職員手当等で５万２，０００円の追加、共済費で６万５，

０００円の追加は、人事異動によるものでございます。 
次、１５ページです。４款、２項、２目、２万５，０００円の減額は職員手当等で、

３万７，０００円の減額。共済費で１万２，０００円の追加は、精査によるものでご

ざいます。４目、２万８，０００円の追加は職員手当等で、３万６，０００円の減額。

共済費で８，０００円の追加。これも精査によるものでございます。 
１６ページからの資料と、２番の今金町健康増進計画ダイジェスト版（別冊）、そ
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れと、３番の今金町食育実践事例集については、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。 

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

受けいたします。ございませんか。 
  山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 過日、若年層の全国的な子ども・若い人・女性の数が少ない

という記事が出ていたんですが、ここにもある、年代別人口の推計の資料に出しまし

た。あの数字は、勝手な話なんですが、自分で試算をしてみました。そしたら、いろ

いろな推計に基づくのですが、かつて、道の統計課長をやっていた重田課長がいまし

た。その人からもいろいろな資料をもらってみたのですが、結局は、推計人口ですか

ら、１０年後、２０年後、というのは、現在住んでいる若年層人口、それから未婚者

の数だとか、いろいろなことを推計するのですが、その中で、今金はなんでこんなに

数値が、他の市町村から言われています。もちろん現町長を含め、歴代の首長さんた

ちが、そういう産業形態、いわゆるそこに暮らしていける仕組みを作ってくれたから

だというふうに思って、感謝をしています。ただし、それは、今の形のままの人口動

態というのは、その形が継続していくともっと下がる可能性があるのだそうです。だ

から、どこで、そういう町の産業形態が形作っていくかということが、重要なポイン

トになるという話を、過日されました。特に町長さんは、将来の町の人口推計にとて

も詳しいし、どういう形でいくことが、一番良いのかということを一番存じ上げてい

ます。かつて、同僚の一般質問で、どんな仕組みで子育てをするか。いろいろなこと

を提案をされました。これは、今回の、委員会で聞くのはどうかと思ったのですが、

そういう具体的なこと、基礎作りをしていかなければ、将来の人口減少に歯止めを掛

けることになっていかないのかな、と思う。滅多にない機会ですから、町長に俯瞰が

ありましたら、ご提示願えればありがたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 
〇町長（外崎秀人君） 大変、大きな質問なんですけども、実は、私も町長になってい

る訳でありますが、３期目の町長の選挙に出馬をしたときの大きなテーマが、人口減

少に向けた対応をどうするかということが、大きなテーマとして打ち出してきた訳で

あります。それが、今、仰ったようにこの間の、前町長さん、その前の町長さん等々

を含めた、今金町政の推進のいわば成果として、つながっているという認識を持って

いる訳であります。基本的なことを言いますと、私としては、いろいろな言葉を出し

ているのは、まず、どうやって食べていけるか、生活していけるかということが、全

てのベースになる訳でありまして、最低限、若い方々、特に子供を産み、育てられる

環境をどう作っていくかということが、全てのベースになるという認識を持っていま

す。そういうことから、どう考えても、働ける場所、産業のある所に人が住み続ける

訳でありますし、加えてその町の規模というのは、一定程度規模がなければ行政も運

営していけない訳でありますから、最低限運営していけるような形の規模の町を保持

していかなければならないということも合わせて、考えていかなければいけない。そ



- 22 - 
 

うした場合に、明らかに今金町の産業形態、何で食べていくかと考えた場合には、や

はり産業、働く場所ということを考えたら農業ということが、１つの大きなベースに

なる訳でありますから、このことに焦点を合わせていかなければいけない。学的なこ

とを言いますと、従前、２０年、３０年前から、商工業という金額の方が大きい訳で

ありますけども、農業だけに特化してしまうと、知れている金額の中では生産額含め

て５０億、６０億というベースになる訳でありますが、商工、工業というのは、もう

８０から１００億という数字になる訳でありますけども、それはトータルの話であっ

て、具体的な産業ということになりますと、私は、言った、商工業の中にも農業関連

というものが当然ある訳でありますので、その中でベースは農業だという思いを持っ

ている訳であります。そこで、所得を確保し、この地域で生きていける、高齢者も含

めて担っていけるまちづくりをするとすれば、農業を活かしたまちづくり、とりわけ

コミュニティをどうしていくか。その集落でもって、いわば親の面倒を見、そして子

どもを育てられる若い人が住みつけるような地域づくりをどうするかということが、

私の、国営事業に向かった全ての要素になる訳であります。そのことでもって、町の

農業を考えていきましょう。農業ベースとして、これからの将来をどうするかという

ことを考えていくことが必要ではないでしょうか。ですから、あくまでも、個々の農

業には当然でありますけども、そこを超えて集落としてコミュニティをどうしていく

かということで考えていくことによって、将来の在り方が当然見えるだろうと。そこ

に向かうとても重要な、考える機会となりますので、是非、手を挙げていただいて、

将来を考えてくださいということでは、今日まで来たところであります。これから、

いろいろ期待度も様々ある訳でありますけども、手を挙げている方々が南地区で約百

十数名、あるいは北の方でも予定している、約百十数件の手を挙げている方々が居る

訳でありますけども、それは農業というベースで考えての数字でありますけども、そ

の方々にこれから期待するところは、そのコミュニティの中でどう生きていくか、ど

うお年寄りの面倒を見ながら子どもたちを育てていける環境を作っていくか、そうい

うことに私は並行して物事を持っていかなければいけないだろうと、あわせて、その

ことを支える機関として福祉なり、保健・医療・福祉というものがきちんと関わって

いかなければならないだろうと思います。これは当然どこの町も考える訳であります

けども、以前から、私の言葉として言っておりますけども、行政はあくまでも行政で

ありますから、相対的にそういうものを取り込んでいくようなことを考えていかなけ

れば、今、委員さんが質問されるような形の子育て支援だとか、人口減少を食い止め

る政策にはならないだろうという認識は持っている訳であります。１つ、１つ取り上

げれば大きな課題がある訳でありますけども、今、言ったようなことを総体的に兼ね

合わせながら考えていくという、町づくりというのが、これは私のみならず委員さん、

歴代の町長さん含めて誰しもが、そのような思いをもってきたのではないのかなと。

そういうことをきちんと頓首していく。とりわけ、そういう中での、今、国の方も子

育て支援ということで、重点的な戦略を持とうという訳でありますけども、大変ショ

ッキングな数字が出てきた訳であります。黙っておくと大変な数字になるよというこ
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とが、今回の検証になっている訳でありますから、改めて子育て支援という方向にシ

フトした行政施策を取っていくということが、私はとても近日の課題として認識して

いるということで、ご理解いただきたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 将来の町づくりに向けての町長さんの思いをここで聞くのは

ちょっと間違いかとも思ったんですが、でも、皆さんが共通の意識を持つというのは

大事なことなんだなというふうに思っているものですから、申し上げたのです。今金

町というのは、やはり農業と福祉の町だと思うんですね。例えば、ひかりの里がこの

間、落成式がありました。それから養護学校があります。そこには、それをフォロー

する人方というのが、世代交代をしてその職場がある限りずっと進化し、変わってい

きます。幸いなことに町長さんは今回、全道の養護学校含む施設の北海道の代表に５

月末になられたということを聞いています。以前から申し上げているのですが、やは

り依然として管内というか道南圏でも、養護学校なんかの充足率が足りないと分かっ

ているだけという話をするんですが、函館、それから小樽なんかもそうなんですが、

通所で養護高等学校ができているんですね。でも、その人方が社会復帰するためには、

やはり通所では、社会との交流は家に帰るものですから。家から養護学校へ通う、そ

ういう形を取るものですから社会復帰が遠いのだろうと、この間、道の方の話があり

ました。ですから、依然としてそういう人方を育てなければ、国全体、北海道全体の

底辺が、良く、うちの委員長なんかも言っているんですが、障がい者から納税者へと

いう言葉がありました。いわゆる、そういう方々も社会復帰をして働ける場所に、税

金を納めていけるような職業訓練なり、働く場所なりということがこれから必要にな

ってくるんだろうというふうに思います。ですから、自らの町もそういう仕組みをし

て、特色ある町づくりをしていかなければ、地域というのは残っていかないのかなと。

そういう意味ではさっき言った農業と福祉の町という、底辺が広いですから将来の人

口減の歯止めをかける。もちろん若い、子どもを産んでくれる人たちもたくさん定住

する。そういう意味でも働く場所というのは、地域に特化したものがなければだめか

なという気がします。今金町というのは農業が栄えている。そして福祉が両立をして

いる。そこでそれがフォローできていながら作るという仕組みを、どうか将来に向け

ての総合的な計画というのでしょうかね、それから子育てにしてももちろんそうです。

もう１つなんですが、包括という表現がされるのですが、皆、包括行きなさいといっ

たら、包括ってなんだと言う話をします。としべつと言ったら、ああ、としべつのど

こに行ったら良いと。ちょっと話がそれたんですが、やはり、行政目線ではなく、町

民目線で名称変更なんかをされることも、必要かなという思いがあるんですね。でき

れば課長さん含めてご検討願えればと。あるいは、行政全体の中でそういう仕組みを

作っていただくことも１つの手法ではないでしょうか。町民に優しい目線というんで

しょうかね。話がそれましたが、できればそのことも。発信するのは首長さんですか

ら。そういう願いを込めて、お願いをしたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 
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〇町長（外崎秀人君） 大変ありがたい、そしていろいろな助言をいただいた訳であり

ます。 
最初に、高等養護学校の存在そのものについては、今、立ち上げた組織の中で実態

調査をしております。調査をしながら、そしていいところをお互いに取り合っていこ

うと。規模の問題も含めて、私もこの間ずっと要請しておりますけども、まだ間口が

少ない。希望がたくさんある訳ですから。希望に答えるような間口増の要請もしてい

る訳です。そういうベースも含めてですね、立ち上げをし、様々な問題を抱えるかた

がたと一緒に考えていきたいと思っておりました。 
委員さん仰るように、私は基本的には、自立を含めた場合には通所型を望ましいと

いう認識は持っておりません。親元から早く離れて自立するということを、いち早く

取り組むことの方が自立に近づいたものだろうという認識を持っています。あわせて、

非常に組み合わせ的にうまくいったのですが、国営緊急農地再編整備事業、今金を含

めた北海道の直接の担当の農水省の地域支援課の補佐が、今回異動になりまして、行

き先が、農業に福祉を絡めた振興をなんとかできないかというところの、担当の補佐

に行ったんです。そこに居た補佐は、昔若い頃今金の営林署で働いていた方なんです

が、その方が林野に帰った訳なんですけども、偶然にもそこに行った訳であります。

先般もあいさつしまして、実は、ご存じのとおり今金が目指しているものは、ただ単

に基盤整備だけの問題ではない。農業を活かしながら地域をどう考えていくか、福祉

の問題というのは、補佐も知っているように従前から大きな課題であった訳でありま

すけども、是非、これからの支援をお願い申し上げたいという話をさせていただきま

した。そう考えた場合に、上手につながってきている訳でありまして、これから、い

ろいろな方々にもあいさつに行って、このことについては教育長の方にも話をして、

今、そういう関わりもできてきたので、国営は単に農業関係の事業ではないと、今、

言ったようなことも含めて考えていきましょうということで、教育委員会の方も検討

してもらう形を取らせてもらっています。そういう動きをこれからしていくというこ

とが、重要な要素だろうと思っていますし、後半、あったような部分についても、実

は、６月２１日、土曜日ですけども、国保の医療学会で発表を頼まれまして、今、委

員さんが言ったように、テーマが包括ケアなんですけども、シームレス、職種間の分

け隔てなく壁を取ってですね、どうにかしてスムーズに流れを作ることができないか

ということが、与えられたテーマなんです。地区の本当に重要な要素、我々、所管の

中では担当の方ではわかるんですけども、一般の方々はなかなか分かりづらいと。役

場内だけではなくて、あるいは医療機関内だけではなくて、福祉の様々な機関・団体

があるわけでありますけども、その中の様々な職種間の連携体制をどう取るかという

のが、最大の課題になると。そのテーマをいただいて、私の方で発表することの資料

を作っている訳でありますけども、その辺の情報なんかもいただきながら、私共で投

げ掛けて情報をいただいて、これからに活かしていきたいと。どうしても行政用語に

なってしまうし、包括という言葉を国が意図的に作ってきた仕組みである訳でありま

す。これを今金町はいち早く全道の中で、包括ケアシステムという言葉で、平成１８
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年から使った訳でありますけども、その言葉を使わなければいずいと。やっていない

という認識をされる要素もありますので、議員さん言ったように、本当に、総合的に

どこに行ったら良いか分からないというのは、私共も、町長としても国の事業、ある

いは、道の事業でもあるんですね。所管が分かればすぐ出てくるんですけど、誰に聞

いたら良いのかというのが、役所の中でもある訳でありますから、それが十分に私共

も精査しながら、テーマでありますシームレス、分け隔てなく、壁の無い、透明感の

ある行政体制を取る、そういうことにつきましても、努力して参りたいと考えており

ます。 
〇委員長（上村義雄君） 他にございませんか。よろしいですか。 
  以上で、保健福祉課の質疑を終わります。 
  次に、介護老人保健施設より説明を願います。 
  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、平成２５年度介護老人保健施

設特別会計決算案について、報告いたします。 
  ３ページをお願いします。収益的収入ですが、第１款、施設運営事業収益は、補正

額を合わせて最終的な予算が、３億５，１４６万円で、決算額は３億５，１４６万３，

２８７円で、３，２８７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４６万３，０００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、予算額は合計で３億５，１４

６万円で、決算額は３億５，１３８万７，６６９円、不用額が７万２，３３１円にな

りました。第２款、訪問看護事業費用は、予算額、４６万３，０００円で、決算額は

４６万１，７７３円で、減価償却と企業債償還金でございます。不用額は１，２２７

円となりました。 
  中段になりますけども、介護老人保健施設事業は、収益的収入から収益的支出費用

を差し引いて、純利益は７万５，６１８円になります。訪問看護事業も同じく純利益

で、１，２２７円となり、平成２５年度の純利益は７万６，８４５円となります。 
  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２，１６４万８，８３３円、不用額は１６７円となっております。 
  続いて、４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、施設サービス費他、記載のとおりで、総計２億９，８５

６万２，７６８円となっております。同じく事業費用は、給与費他で、総計３億４，

１２３万４，７１８円で、差し引き事業利益は４，２６７万１，９５０円の事業損失

となります。 
  事業外収益は、他会計補助金他で、合計５，２９０万５１９円、事業外費用は、企

業債利息他で１，０１５万２，９５１円で、差し引き４，２７４万７，５６８円が、

事業外利益となります。事業外利益から事業損失を減額した、７万５，６１８円が計

上利益となり、老健施設の純利益となります。 
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  次の、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

却費があり、欠損額が３０万３，７２３円で、事業利益は同額の減事業損失となりま

す。 
事業外収益は、一般会計補助金で４６万３，０００円で、事業外費用は、企業債利

息で１５万８，０５０円となり、差し引き３０万４，９５０円が事業外利益となりま

す。事業外利益から事業損失を差し引いた、１，２２７円が訪問看護の純利益となり、

総計７万６，８４５円が、平成２５年度の純利益となってございます。 
続きまして、次のページ、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２億５，７１９万９，８９３円。

機械器具備品で６４４万７，８６７円。車両で１４２万３，９３０円となり、総計２

億６，５０６万６９６円となります。 
投資においては、奨学金等がありますので、固定資産税合計が同額となります。 
流動資産は、現金預金が４，１０１万９，９６７円で、未収金は、療養費未収金他

で、総計９，８８７万６２９円となり、流動資産合計が１億３，０８９万５６９円で

ございます。 
資産合計は、固定資産・流動資産の合計で、４億４９５万１，２９２円となります。 
次に、流動負債は、未払金・預り金合計で８６３万３，０３９円で、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、２，１７８万４，８６０円となり、総計が３，６０９万６，４

５９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４億４９５万１，２９２円となり、

資産合計と同額となります。 
６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。中段４番の、未処分利益剰余金は、繰越利益剰余金年度末残高で２，１７０万８，

０１５円で、平成２５年度純利益で７万６，８４５円の、合計２，１７８万４，８６

０円が、平成２５年度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残分で１，４３１万１，５９９円が、次年度

繰越資本剰余金となります。 
なお、次ページの剰余金計算書は、年度別内訳でございます。平成２５年度は介護

老人保健施設で７万５，６１８円、訪問看護ステーションで１，２２７円、合計で７

万６，８４５円が純利益でございます。累計として２，１７８万４，８６０円が、利

益剰余金となります。 
以上が、平成２５年度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、平成２６年度介護老人保健施設特別会計補正予算第１号案
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でございます。 
８ページをお願いします。収益的収入及び支出の予定額は、収入支出それぞれ８８

万５，０００円を増額し、総額を３億８，０７０万７，０００円にするものでござい

ます。失礼しました。３億８，０９９万２，０００円にしようとするものです。 
議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費で１１０万９，

０００円の増額で、総額２億４，２２１万６，０００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、８，２９９万５，０００円にしようとす

るものでございます。 
次ページが内訳となります。収益的収入で、他会計補助金において８８万５，００

０円の増額は、一般会計補助金で財源調整による増額でございます。 
収益的支出、給与費において１１０万９，０００円の増額は、給与費で２０万２，

０００円の増額、これは給与改定による増額です。手当１０１万７，０００円の増額

は、中段の超過勤務手当が４０万５，０００円は、実績精査による増額で、その他は

給与改定による増額で記載のとおりでございます。賃金１５万１，０００円は、介護

助手賃金で、賃金基準に伴う増額でございます。法定福利費２６万１，０００円の減

額は、記載のとおり給与改定による増減でございます。 
次ページをお願いします。経費２２万４，０００円の減額は、食糧費５万円の増額

で、平成２６年からの給食委託化に伴う増額でございます。保険料は給与改定に伴う

もので、２万６，０００円の増額でございます。賃借料におきましては、精査による

減額と給食委託化に伴う減額、合わせて４５万６，０００円で、内訳は記載のとおり

でございます。委託料におきましては、精査によるものと給食委託化によるものです。

一番下、のマット特別清掃業務委託に関しては、リース業務が今年度の５月で終了す

るもので、それに伴う清掃業務を追加するものでございます。 
以上が、補正予算の説明でございます。 
続いて、報告事項でございます。１１ページをお願いします。平成２５年今金町介

護老人保健施設の運営状況は、損益計算書の収支年度別比較において、報告申し上げ

ます。 
老健施設事業収益は、事業収益（１）２億９，８５６万２，７６８円と、対前年比

１，４４３万１，２６６円の増。次に、事業費用（３）３億４，１５３万８，４４１

円と、給与費等の削減から対前年比１，３７２万９２９円の減で、事業外収益（２）

５，３３６万３，５１９円と、２，８７６万８１２円の減額です。純利益は決算報告

のとおりで、７万６，８４５円と、対前年比１万７，３１２円の増となってございま

す。 
次ページをお願いします。続いて、報告事項の２、平成２５年度の利用状況でござ

います。年間利用状況ですが、右欄の収益でございます。平成２５年度は、入所者で

２万６，８９６名、対前年比１，２８４名の増となっております。大きな要因として、

特に括弧内の短期入所者が８４７名と、対前年比５１７名の増となっております。通

所利用者も１，３５５名と、対前年比２７２名の増となっております。 
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次ページの参考グラフからも分かりますが、昨年に比べて大きく増員されておりま

すが、これは平成２４年度が大きく落ち込んでいるのでありますが、昨年も申し上げ

ましたように、２４年は老健関係における入所で死亡された方がこの年で１９名と、

大変多い年でございました。例年ですと８名から１０名以内ということでございます

けども、この年は異常に多くてこのような原因になったものと考えております。ちな

みに昨年度におきましては、９名の死亡者でございました。例年よりも幾分か多くな

ったと思います。 
以上が、老健施設からの報告事項でございます。よろしくお願いいたします。 

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

けいたします。ございませんか。 
  ないようですので、以上で介護老人保健施設の質疑を終わります。 
  次に、国保病院より説明をお願いいたします。 
  事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは、病院関係についてご説明申し上げます。 
  病院提出の総務厚生常任委員会資料に基づき、説明をいたします。病院の方からは

説明事項２件、報告事項１件であります。 
  始めに、平成２５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ページをお願いいたします。今回計の収益的収入及び支出について、収益

的収入の決算額は、第１款の病院事業収益で７億４，５６９万９，９５７円。内訳と

いたしましては、第１項の医業収益で３億８，４３２万７，４５３円、第２項の医業

外収益で３億６，１３７万２，５０４円となりました。 
  収益的支出の決算は、第１款の病院事業費用で７億４，４７３万９９３円。内訳と

しましては、第１項の医業費用で７億３，６０１万２，１７３円、第２項の医業外費

用で２８３万８，８２０円、第３項の特別損失で２８８万円となりました。この結果、

当該年度の純利益は９６万８，９６４円となりました。 
  また、資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は、第１款の資本的収入

で７２万円で、第１項の返還金であります。 
資本的支出の決算額は、第１款、総額で３，１６１万７，５４４円。内訳では、第

１項の建設改良費で１，４３１万７，８００円、第２項の建設債償還金で１，５８５

万９，７４４円、第３項の奨学金貸付金で１４４万円となり、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しております。 
以上、決算案の概要を申し上げました。 
続けて、説明事項の２、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予

算第１号案について、その概要を説明いたします。 
資料の１０ページをお願いいたします。今回の補正予算につきましては、業務の予

定量では、主な建設改良事業の建物改修費５００万円を追加しようとするものであり

ます。 



- 29 - 
 

収益的収入及び支出の補正では、既決予定額からそれぞれ１，９０３万５，０００

円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億７，５４９万８，０００円にしようとするも

のであります。補正の主なものは、４月の人事異動及び医師退職等に係る人件費であ

ります。 
資本的収入及び支出の補正では、資本的支出において規定予定額に５７２万円を追

加し、予算の総額を３，５３３万７，０００円にしようとするものであります。補正

の主な内容は、医師住宅１戸の改修と奨学金貸与者の増加によるものであり、資本的

支出額に対して不足する収入額につきましては、損益勘定留保資金から補てんいたし

ます。 
次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正では、職員給与

費において、既決予定額から２，０３３万５，０００円を減額し、予算の額を４億５，

９９３万１，０００円にしようとするものであります。 
他会計からの補助金の補正については、８６４万２，０００円を８６６万８，００

０円に改めようとするものです。 
以上、説明事項１及び２について、その概要を申し上げました。 
各説明事項の内訳及び報告事項につきましては、川崎主幹よりご説明申し上げます。 

〇委員長（上村義雄君） 主幹、川崎君。 
〇国保病院主幹（川崎妙子君） それでは、内容について説明をいたします。 
  まず、４ページをお開きください。損益計算書の内訳について、説明をいたします。

１の医業収益の合計３億８，４３２万７，４５３円から、２の医業費用の合計７億３，

６０１万２，１７３円を差し引いた、３億５，１６８万４，７２０円が、医業損失と

なります。 
  ３の医業外収益の合計３億６，１３７万２，５０４円から、４の医業外費用の合計

２８３万８，８２０円を差し引いた、３億５，８５３万３，６８４円が、医業外利益

となります。 
  この、医業損失と医業外利益に、５の特別利益を合計した額から、６の特別損失を

差し引いた９６万８，９６４円が、平成２５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。貸借対照表の内訳について説明いたします。資

産の部で、１の固定資産合計は７億１，５６８万３，０８２円で、２の流動資産合計

は２億７，４１３万９，９９８円となります。これを合わせた資産合計は９億８，９

８２万３，０８０円となりました。 
  次に、６ページをお開きください。負債の部で、３の流動負債合計は２，０６５万

５２２円となります。 
資本の部で、４の資本金合計は８億６，１８７万６，６５０円で、５の剰余金合計

は１億７２９万５，９０８円となります。これを合わせた資本合計は９億６，９１７

万２，５５８円となりました。 
負債と資本を合わせた、負債資本合計は９億８，９８２万３，０８０円となりまし

た。 
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次に、７ページをお開きください。剰余金の内訳について説明いたします。 
表の右側、利益剰余金の内、減債積立金は前年度と同額であり、未処理分利益剰余

金は前年度末残高に当年度純利益９６万８，９６４円を加えた、９，１４０万４，９

５１円が当年度未処理欠損金となり、翌年度に繰り越しとなります。 
表の左側、資本剰余金合計は１億３，４００万６，６００円で、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しております。後ほどご覧ください。 
次に、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、平成２５年度の、入院収益は１億６，７８７万６，４９４円であ

り、延べ患者数は６，９７６人。外来収益は１億７，７８０万８，３２４円で、延べ

患者数は２万４，４６３人となりました。 
決算内訳の説明は以上です。 
次に、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第１号の内容に

ついて、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をいたします。１款、２項、３目、他会計補助金

において２万６，０００円の追加は、一般会計補助金であり、４目、他会計負担金で

１，９０６万１，０００円の減額は、一般会計負担金でございます。 
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が、１款、１項、１

目、給与費において２，０３３万５，０００円の減額は、医師の退職及び４月の人事

異動に伴うものでございます。３目、経費において１３０万円の追加は、報償費１０

万円、消耗備品費８０万円の追加、修繕費３０万円の追加が主なものでございます。

報償費につきましては、本年度、町民向けの医療講演会を国保病院主催で複数回行う

予定であり、その講師謝金として追加するものでございます。講演会の内容としまし

ては、予定ですが、まず第１回目として７月２８日月曜日に、函館中央病院の□□□

先生から講演をいただく予定となっております。消耗備品費については、派遣看護師

等住宅の家具等購入費でありまして、当初予算戸数より多かったためでございます。 
１３ページをお開きください。次に、資本的支出について、説明をいたします。１

款、１項、３目、建物改修費において５００万円の追加は、医師住宅改修費であり、

医師住宅の老朽化により主に防寒対策として改修するものであります。３項、１目、

奨学金貸付金において７０万円の追加は、看護師１名の新規貸し付けによるものでご

ざいます。これにより現在、奨学金貸付を受けている奨学生は、作業療法士１名、看

護師２名の計３名でございます。看護師につきましては、いずれも正看護師の学校に

在学をしております。資本的支出の補正に伴い不足する補てん財源には、損益勘定留

保資金を充てるものでございます。 
続いて、報告事項１、平成２６年度収支報告４月分について、説明をいたします。

資料の１４ページの、損益計算書をご覧ください。右側の表になります。上段の２６

年度４月の病院事業収益は３，３５７万５，０００円で、前年同期比較５５万７，０
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００円、１．７％の増となっております。 
また、右側の表上段の４月病院事業費用は３，０７１万８，０００円で、前年同期

比較５３２万９，０００円、１４．８％の減となっております。 
収益から費用を差し引いた純利益は、右下の欄に記載のとおり２４９万２，０００

円で、前年同期比較６００万７，０００円の増となっております。 
次に、１５ページをご覧ください。月別患者数及び収益等について、説明をいたし

ます。４月の入院収益につきましては、１，７１９万６７８円で、前年同期比較５．

２％の増となっており、入院延べ患者数は６３８名であり、前年同期比較６．６％の

減となっております。１日１人当たりの収益は２万６，９４５円であり、前年同期比

較１２．６％の増となっております。 
また、外来収益につきましては１，４９５万４８円で、前年同期比較４．２％の減

となっており、外来延べ患者数は１，８７９人で、前年同期比較９．９％の減となっ

ております。１日１人当たりの収益は７，９５６円であり、前年同期比較６．４％の

増となっております。 
以上で、病院所管の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

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

けいたします。 
  加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 非常に、２５年度については、２６年度現在の体制で、人員的

なもの、医師の（聞き取り不可） 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） スタッフの状況でございますけども、今、現在不足

しているところが、まず検査部門です。３人常勤を置きたいという考えも持っており

ますが、現在２名ということで、１名減の配置となっております。 
それから、看護師につきましては、正職員それから、スポット的に臨時に頼んでい

る方、これらを組み合わせていきますと６名程度不足している状況でございますけど

も、派遣だとか期間雇用の看護師で不足分については、この秋までは補える状態とな

ってございます。 
それから、医師につきましては、昨年度まで５人という形で常勤を確保しておりま

したが、残念ながらこの４月からは４人体制ということになっております。その中で、

退職された医師につきましては、消化器の部分を担っていただいておりましたので、

内視鏡検査等を中心にですね、どうしても必要だということから、４月から９月いっ

ぱいではありますけども、非常勤の医師をなんとか確保しておりまして、本日も勤務

しておりますけども、毎週月曜日の午後から火曜日の午前・午後という形で、検査と

診察もやっていただいております。 
しかし、１０月以降については、まだ公にできないところがあるのですが、内視鏡

検査については最低限できる体制の担保はお約束いただいている部分がありますが、

やはり理想としては常勤医師の確保等に努めていきたいということで思っております
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ので、それにつきましては、引き続き札医大や、関係医育大、あるいは振興財団等と

手配をしながら進めているところでございます。 
それから、看護師が先ほど６名不足していると言っておりましたが、奨学金貸与で、

今、現在、就学中の方が２名いらっしゃいます。是非とも、この方々については卒業

後、今金町国保病院の方に就業していただきたいということで、声掛けをしておりま

す。その他にも、看護師確保対策につきましては、常勤としてハローワークは当然で

ありますけども、様々な紹介事業者等々も含めながら、広く募集をしているところで

ございます。 
以上でございます。 

〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 今、事務長の説明を聞いている中では、非常に病院に携わって

いる職員の皆さんに対しては、非常なご苦労もあるということも分かります。 
  そういう中で、計画を立てている中では、現在のスタッフが全部そろった時点での

計画なのか、今の体制の中での計画なのか、その辺の見通し的にはどうなんでしょう

か。 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 計画ということでございましたが、予算の組み立て

の中で比較をさせていただきますと、今回、常勤医の部分については、不透明である

ことから、給与費等予算については、一度減額をさせていただくということで、ご提

案をさせていただいておりますが、確保でき次第、これらについては追加をしていき

たいと思っております。 
  それから、看護師等のスタッフにつきましては、今、現在も、正職員と言う形では

ありませんけども、それなりの賃金等を払いながら、人数確保をしておりますので、

これらが正職員に置き換わっていっても、極端に大きく費用の部分で増減することは

ないのではないかというふうに、見通しを立てているところです。よろしく願いしま

す。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。 
  他にございませんか。 
  ないようですので、以上で国保病院の質疑を終わります。 
  以上で、各課からの説明が終わりました。 
    ◎質疑漏れ 
〇委員長（上村義雄君） 全体をとおして、何かありませんか。 
  ないようですので、以上で各課説明事項を終わります。 
  理事者の皆さんには、ご出席ありがとうございました。 
  ４時５分まで、休憩します。 

休憩 １５時５４分 
開議 １６時０４分 

〇委員長（上村義雄君） 揃いましたので、５分にはちょっと早いですけど、休憩を閉
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じ開議いたします。 
  これより、平成２６年本委員会の所管事務調査についてを議題といたします。 
  調査項目については、平成１９年から平成２６年までの所管事務調査項目一覧及び

平成１９年から平成２５年までの調査箇所について配布しておりますので、これを参

考にしながら今年度の調査箇所について決定していきたいと思います。 
  平成２６年度所管事務調査の内容について、局長より説明いたさせます。その後に、

休憩の中で皆さんといろいろな意見を出し合って、所管事務調査の部分、現地調査を

どこにするかということを検討していきたいと思います。そういう方向でやりたいと

思いますけど、よろしいですか。局長、お願いします。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、所管事務調査ということで、説明をさせていた

だきます。 
  このことにつきましては、３月の定例会におきまして調査内容について、継続調査

ということで承認を得ているところであります。 
  項目一覧表によりまして、朗読をさせていただきます。 
  １）一般会計の財政状況について（総務財政課） 

２）行政財産の管理について（総務財政課） 
３）行政改革の推進状況について（まちづくり推進課） 
４）総合計画（前期計画）の進捗状況について（まちづくり推進課） 
５）公衆浴場等管理運営状況について（まちづくり推進課） 
６）生活改善センター等の管理運営状況について（まちづくり推進課） 
７）税及び税外収入の収入状況について（税務住民課） 
８）社会福祉施設及び団体の運営状況について（保健福祉課） 
９）総合福祉施設の管理運営状況について（保健福祉課・介護老人保健施設） 
10）国保病院の管理運営状況について（国保病院） 
11）本委員会の独自の調査であります、障がい者の就業・生活支援に関する調査研

究 
ということの１１項目であります。 
以上で、説明を終わります。 

〇委員長（上村義雄君） 今、局長の方から読み上げていただきました。これを基にし

ながら、暫時休憩して、休憩の中で検討して協議をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
  暫時休憩いたします。 

休憩 １６時０８分 
開議 １６時５０分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。休憩の中で、いろいろな所管

の現地調査等の話が出ました。それらを基にして、私と加藤副委員長、そして事務局

で、現地調査の行程表・場所の素案を作らせていただきます。その素案を基にして、

もう一度、総務厚生常任委員会を開かせていただいて、その中で決定したいと思いま
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すが、それでよろしいですか。 
  では、そのようにさせていただきます。 
  あと、皆さんの方から何かありませんか。 
  では、局長、お願いします。 
〇事務局長（柏田泰明君） 事務局の方からですけども、３０日にご案内をしました、

６月２１日に女連協の６０周年、青年会議の４０周年記念式典の記念講演会、小笠原

歩さんが来て講演します。委員の紹介はいたしませんが、椅子の用意をする都合があ

りますので、出欠の取りまとめをしたいと思いますので、当日出席できる方。 
  ただ、記念講演なので、式典は別にないと思います。同じの昼間と夜という形なん

ですけども。 
〇委員長（上村義雄君） 一回閉めてからにするかい。 
  事務局は、それだけですか。 
    ◎閉会の宣言 
〇委員長（上村義雄君） では、皆さんの方からなければ、これで、本日の総務厚生常

任委員会を閉会いたします。 
  どうもありがとうございました。 

閉会 １６時５３分 
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