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会議録 平成24年9月11日（火） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第2回平成23年度木古内町決算審査特別委員会

出席委員：吉田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、平野委員

竹田委員、笠井委員、東出委員

欠席委員：なし

オブザーバー：岩館議長

会議時間 9：30～16:34

事 務 局 山 本、近 藤

開会 吉田委員長 定刻になりましたので、ただいまから9月10日に引き続き「第2回平成

23年度木古内町決算審査特別委員会」を開会いたします。

ただいまの出席委員は、9名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による、委員の定足数に達しておりますので、委員会

は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配付のとおりであります。

1．委員長あいさつ

吉田委員長

各委員の皆さん、改めておはようございます。そして、よろしくお願いいたします。

今回の決算委員会につきましては、例年予備日も含めて日数がございましたが、金曜日ま

での会期となりまして、3日を予定しております。それで、スピードかつ迅速に対応してい

ただきたいと思います。議論につきましては、慎重審議も含め皆さんの協力を得ながら進

めたいと思いますので、よろしくお願いします。

なお、例年、不足分の資料等につきましては審議の中での資料要求を。つきましてはそ

のままでもいいですけれども、事前にわかれば早めに資料要求をお願いしたいと思います

ので、協力のほどよろしくお願いいたします。

１．審査事項

（1）監査委員会（ 9：30～10：03）

吉田委員長 それでは、さっそく審査に入りたいと思います。

最初に、監査委員会のほうから始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、森井代表監査委員。

森井監査委員 おはようございます。さっそく始めたいと思いますけど、まず、印刷時の

文字の文字切れで差し替えをさせていただいたことをお詫び申し上げます。

それでは、さっそく入らせていただきます。

いろいろと書いていますけれども、皆様の議案の一番最後のほうについているもので説

明させていただきます。まず、一般会計につきましては、収支不足等の借り入れが平成19
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年以降なかったということで良好な決算であったというようなことでございます。

歳入につきましては、不納欠損、収入未済額が年々増加してきているのが全体の傾向だ

ということでございます。その中でも町税、町民税、いろいろ税金の関係、使用料・手数

料がございますけれども、町税につきましても収入未済額、不納欠損額も272万2,232円、

収入未済額が6,800万円ほど出て、年々増加されて心配をしておりますけれども、これにつ

きましては、「滞納整理機構との連携を図りながら、収納率の向上を努力してください」

ということで指摘をしております。町民税につきましては、これも前年比150万円ほど増加

ということで、この未済額につきましてもそういうようなことで若干不安が残っていると

いうような表現であります。それから、固定資産税これにつきましても収入未済額は前年

比1,000万円ほど増、これも増えている。「徴収にはいろいろと苦労があるかと思いますけ

れども努力してください」ということで指摘をしております。それから、軽自動車税、こ

れも同じような傾向で、同じようなことでお願いをしております。

一番心配しているのは、この次の使用料です。使用料の中で住宅使用料、これにつきま

しては滞納分が約1,580万円ほどございます。これにつきましては、特に長期間に渡るもの

が結構ありますので、これにつきましても厳しいようですけれども、「取り立てには配慮

しながら努力してください」ということで指摘をしております。それから、諸収入の中で

学校給食の本人負担の関係でありますけれども、これにつきましては生徒数も段々減って

おりますので、年々減る傾向にございますけれども、これも若干の未収がありますので、

これも「こういうことがないように」ということで一応要望しております。歳出につきま

しては、一応これにつきましては、不用額が約1億1,400万円ほど不用額が出ておりますけ

れども、前年が8,600万円でございましたので、若干増えているということでございます。

これらにつきましては、最終的に経費の削減との努力はあると思いますけれども、これら

につきましても経理につきましても、「もう少し正確なものにしてただきたい」というふ

うに指摘をいたしました。

それから、次は国民健康保険の特別会計、これにつきましては収入済額は61.2％という

ことで、前年度よりも減額になっておりますけれども、ますますこれも増えてきていると

いうような傾向にありますので、特に特別徴収は年金からの差し引きでありますので、10

0％徴収できるのですけれども、一般的な納入の関係では、これも増えてきているというよ

うな関係もありますので、これも滞納整理機構との連携において、収入率の向上を努めて

いただきたいということで指摘をいたしました。

次は、後期高齢者医療の特別会計でございます。これにつきましては、とりあえず翌年

度に87万7,283円の繰り越しということの形が出ておりますけれども、収納状況につきまし

ても普通徴収のほうで収入未済額がやはり出ているということで、これも前年度より若干

増えているということで、全体の収納するものにつきまして、景気の関係、それから高齢

者の増加によりまして、いろいろと増える傾向にあるのかなと心配がなされております。

それから、介護保険事業特別会計、これにつきましても、収入率が85.5％ということで

120万円ほどの収入未済額が出ております。これも「年々増加しているので特段の回収努力

をしていただきたい」ということで指摘をしております。

介護サービス事業の特別会計は、収入・支出ともにゼロの会計経理のシステムでござい

ますので、特に中身としてどうであるかということはあると思いますけれども問題なしと
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いうことでございます。

それから、6番目の下水道事業の特別会計、これは受益者の収入状況、これも収入率が6

7.7％ということで若干うまくいっていないような感じがします。収入未済額が207万2,00

0円ほどございまして、現年度分40万円、滞納繰越分160万円というようなことで、特に町

外の居住者についての未納が多いということで、「大変でしょうけど解決に努力していた

だきたい」ということで指摘をさせていただきました。

事業につきましては、下水道使用料につきましては、ほぼ100％に近い収入がありますけ

れども、段々件数が増えてくるにしたがって、これらも若干低下してくるのかなと心配が

ありますので、今後共に事業の堅実な進行を望みたいということでございます。

それから、奨学資金の関係がございますけれども、これにつきましても、いつも同じよ

うなことで申し訳ないのですが、償還遅延者延べ31人857万1,000円ほどあります。これは

前年度よりも一人また増えまして、29万6,000円ほど増えたということでございますので、

これも若干心配されております。特に50万円以上の高額の滞納者の件数が5件ほどあるので

すが、一部入金はしていただいておりますけれども、これらについても「大変でしょうけ

れど回収に努力してください」ということで指摘を申し上げました。以上が一般会計ほか

各事業、基金一般会計の関係でございます。

それから、次は事業会計、水道、国保、介護老人保健施設の関係でございます。

水道事業につきましては、これは一応営業収益、ここについての問題、直接事業収支で

す。営業収益の給水収益1億3,145万1,956円、前年度よりも約160万円ほど増だったのです

けれども、それでもなおかつ営業費用を賄うことができない状況になっておりますので、

ここがちょっと心配でございます。料金の未収、これにつきましても36件641万7,000円ほ

どあります。このうち約半分が過年度分ということでございますので、これらにつきまし

ても「一層の回収に努力をしていただきたい」と望んでおります。水道の関係は私たちも

心配しているのは、現在人口も段々減少している、戸数も減少しているその中で、いまの

新幹線の事業がらみでこの事業所の係わる排水がありますから、現状維持の程度の水道使

用していただいているわけでございますけれども、これらの工事が終わりますといろいろ

とまた心配な面が出てまいります。料金の問題もまた考えなければならない部分もあるか

と思います。これらのことを見据えて努力をしていただきたいということでございます。

それから、次は国民健康保険病院の事業、これにつきましては皆さん一番心配されてい

るかと思いますけれども、一応現金預金、流動資産がある程度ありますので赤字という話

にはなっておりませんけれども、それでもじり貧状態になってきているという状況の中で

ございますので、これらにつきましても、「いろいろと今後10月からいろいろと制度の改

正もあるようですけれども、頑張っていただきたい」ということ、「特に医師の補充とと

もに患者さんの確保ということも努力していただきたい」というお願いを申し上げました。

それから、これの関係の被保険者の未収これも約780万円ほどございます。そのうち、5

00万円ほど過年度分でございまして、特に平成20年以前のものが370万円ほど、全体の約4

8％近く占めておりますので、心配をしております。

特に、その中でも知内の関係のものが240万円ほどあるということで、これらについても

いろいろと内容の精査、そして具体的な回収方法を検討していただきたいということでご

ざいます。病院の関係は、そういうことで現行では赤字にはなっておりませんけれども、
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そういう面ではちょっと心配な面もございます。

それから、次の介護老人保健施設事業につきましては、これも一応老人ということでご

ざいますけれども、入所者につきましても現状がピークと思われますので、「今後ともに

利用者への介護サービスの向上、それから経費の節約、それらを両方の柱にして、ますま

す頑張っていきたい」ということで望んでいるということをお伝えいたしました。

以上がこの三つの事業会計の関係でございます。

その17ページのところにあります23年度の健全化判断比率の審査書の意見ということで

ございます。審査の意見といたしまして、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した資料は、いずれも正確・適正というふうに、まだ若干、道のほうの審査を受け

ている最中だと聞いておりますが、見た中ではきちんとできているというふうに判断をし

ております。ここにありますように実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましてはゼロ

でございます。実質公債費比率が9.7％、これは3か年の平均でございますので、9.7％とい

うような前年度、平成19年から見てどんどんどんどん下がりつつありますので、昨日も議

員さんの中からもいろいろとお話もあったようでございますけれども、いまのところこう

いうふうな動き方で良い方向で進んでいるということでございますけれども、いま新幹線

の関係でいろいろ事業もございますので、投資もしなければならない。あるいは、公債の

発行も多くなると見込まれますので、この辺を十二分に考えながら進めていただきたいと

いうことで、将来負担比率のつきましても、そういうことでお話を申し上げております。

そんなことでございますので、現在のところでは問題は起きていないという判断をして

おります。

それから、次の18ページでございますけれども、平成23年度の資金不足比率の関係でご

ざいますけれども、これにつきましては、4つの事業につきまして言ってみれば特に赤字で

ございませんので、そんなことの中で「資金不足に陥っていない現況でございますので、

油断のないように頑張っていただきたい」というお話で終わっております。以上でござい

ます。

吉田委員長 ただいま森井監査委員のほうから審査所見として説明がございました。

それでは、質疑に入りたいと思います。質疑ございましたらよろしくお願いいたします。

ありませんか。

竹田委員。

竹田委員 検査所見の中で、全体的に未収金が横ばい傾向にあるのかなと、若干増減はあ

るものの、やはり今後の、先ほど監査委員が申していたように人口の減に伴うやはり高齢

化、高齢者が増えてくるというそういう町の中では、ますますやはり特に介護保険それと

国保事業については未収が増えるのかなという気がします。その会計によっては鋭意、も

う少し力を入れて取り組みという姿勢が、ですから所見は所見でいいのですが、もっと厳

しい口調でなんというかコメントしたほうがいいのかなという、ちょっと前年もそうでし

たけれども、努力に期待をするようなそういう部分で、昨年と同じだからいいのではない

かというような感じにも見えるものですから、その辺私たちはこれから個々の決算の中で

は、それぞれの考えかた等については、確認をしなければならないのかなと思っているの

ですが、ちょっと全体的に感じた部分として、もっと厳しい指摘をしてもいいのかなとい

う気がしました。



- 5 -

吉田委員長 森井監査委員。

森井監査委員 私ちょっと言い漏らしましたけれども、私も4年間やらせていただいた中で

は、ちくちくと担当者には申し訳ないのですが話をして、去年、実は住宅の使用料の関係

で、一件裁判をかけて退去命令ということが去年の11月だったと思うのですけれども、そ

ういう案件がありました。それで、住宅回りの未納をしている人がたの納入の金額も、若

干ながら増えて来ているという報告も受けておりますので、そういうような担当のほうと

しては一生懸命頑張っている部分は私も感じましたので、先ほどのような若干甘いかと思

われますような表現になってしまいましたけれども、中身としてはやっているところはや

っているようでございます。まだまだ、中身、プライバシーの問題もありますので、かな

り突っ込んで聞きたいのですが、いろいろと問題もあって、少しずつ我々も吸収するとい

うふうには努力しているのですが、いろいろと中身もありますので、ちょっと時間はかか

るかと思いますけれども、私も任期の間は一生懸命これを減らすように、増やさないよう

にということでは頑張っていきたいと思っております。

吉田委員長 又地監査委員。

又地監査委員 「厳しく」ということですが、多分いま各決算審査に入る中で、資料が出て

くると思います。例えば住宅使用料だとかの部分で、金額の多いもの少ないもの、かつ

「不納欠損はこういう理由で出しました」ということ。それを細部に渡ってよく目を通し

て欲しい。私たちも監査をやる時点で、資料を出してもらって全部、細部まで見て見まし

た。そうすると、仕方のないのかなと思われるような部分もあるし、あるいは、一会計だ

けではなく、例えば水道使用料も例えば住宅も何か同じ人がという部分があるので、各審

査をする段階で、それらを十分に委員の皆さんに見て欲しい。それと、優しい言葉で表現

したわけではないのですが、最終的には例えば実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債比率等々を加味した中で過去3年間のトータルでは段々上向いていっている、中見的には。

ですから、そういう意味では相対的に摑んだ中では、少しずつ上向いているという形の中

で優しく表現したわけではないのですが、言うことはそれなりに言っております。それか

ら、最後に特別会計の部分なのですが、各会計は赤字でないという表現の中で、健全化比

率が20、20、20、20となっているのですが、赤字ではないと。ということは、将来を展望

した時にこれをずっと継続して欲しいという思いがあります。ただ、心配するのは木古内

の人口も5,000人を割ったという中で、高齢化率が40％いくだろうと。そうすると、12月、

来年度の予算に向けては、いま決算を皆さんにやってもらった中で、老人の福祉政策をど

うするのかという部分が多分残ってくると思います。ですから、その辺は今回の決算認定

の後に、来年度のこともある意味では注文を付けながら、決算審査をしてもらえれば大変

ありがたいのではないのかなと。私たちも今度、従来は計数だけの監査というものを主体

としておりましたけれども、ある意味では行政監査もしなければならないと思いますし、

10月から全適になるということになれば、病院サイドですね。出向いて行って、例えば事

務長が従来やっていた仕事の中で継承するとすれば、現金の扱いは150万円までと。そうす

ると、実際に病院に行って現金のいくらあるということまで監査の対象になるわけで少し

忙しくなるなと、そんな思いもしながらいます。決算審査の中で足りない資料はどんどん

出してもらって、そして今回の私たちの所見と照らし合わせた中で議論してもらえれば大

変ありがたいと、そんなふうに思っております。
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吉田委員長 竹田委員。

竹田委員 もう一点、確認というか確かにどの会計も資金不足というか現金の赤にはなっ

ていないけど、会計の決算上は収支、収益・費用を見た場合にそれが例えば健全なのかど

うかという部分も含めて、何せこういう委員会等でどうこうと言ってもなかなかあれです

から、逆に監査委員のほうからもっとこういう健全な確かに現金の差し引きの中では減価

償却費だとかそういう費用がありますから数字の上では赤ではない。「持ち出しはないで

すよ」と言うのですが、会計上の足し算、引き算からすれば△でないかという部分をもう

少し厳しく言ってもいいのかなとそういう期待というか感想的な部分ですから。

吉田委員長 森井監査委員。

森井監査委員 実は、私もそこまできつくは申しておりませんけれども、企業のありかた

というのは先ほどもちょっと申し上げましたけれども直接事業収益、直接事業費用これを

賄えないと赤字なのですよ。実質の赤字ではありませんけれども赤字なのです。ですから、

私たちはそういう仕事をしてきたものですから、このいまの自治体の決算の仕方は甘いな

というふうに私は内心思っています。まだ、私は、そこまできつく言ったことがありませ

んけれども、ですが腹の中では先ほど言ったように、特に病院の関係などでは非常に心配

しているのです。余計な給料をどんどんどんどん、余計なとは語弊がありますけれども、

高い給料を払って収入が入ってこない、普通の事業所だったらもう罰点なのです。倒産な

のです。こういうことがあってはならないというのが私の持論ですから、これからは私も

そういう見方をどんどん強くしていきたいと、そして表現もしていきたいと思っておりま

す。以上です。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 病院の先生がたの給料の云々は今後これから改善されていくだろうと、全適の

部分があるので。ただ、ある意味ではその病院の使命というものを公営企業法の中でそれ

は「儲けなさい、儲けなさい」という、病院というのは「儲けなさい、儲けなさい」とい

うことだけではないのです。福祉の使命というのもあるのです。ですから、その辺をどう

考えていくか。その辺を考えた中での今回の全適だと私は思っています。ですから、ある

意味では管理者が設置されるということなので、これから病院の先生がたの給料が云々、

例えばその内科の医師が何人診たからこの先生の給料の採算が取れるとかというそういう

ことを物差しで測っていいのかどうかということは、ある意味ではみんなで考えないとだ

めだし、私はそうあるべきではないかと思っているのですけれども、その辺は委員の皆さ

んもどんな考えを持つかということは今回全適になるわけですし、そういう部分では公営

企業法を紐解いてみながら意見を議論して欲しいとそんなふうに思っております。

吉田委員長 竹田委員、よろしいですか。ほかにございませんか。

佐藤委員。

佐藤委員 一点だけ、質問させていただきますけど、毎年軽自動車税、どうも私も不思議

な税金だと思っています。ということは滞納が年々、何か違ってきたという傾向なのです

が、この関係で監査委員の皆さんがたの見方からいって税金と車検と連動されていないよ

うだけど、もしこれが車検と連動されていると、こういうような問題が起きないのではな

いのかなと私なりに思うのですが、ここで監査委員の皆様がたも大まかな内容はどうなっ

て滞納になっているのか、もしわかる範囲内で教えていただければありがたいなと。
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吉田委員長 いまの質問について監査委員答えられますか。これは各課のほうが。

それでは、大野総務課長。

大野総務課長 ただいまの軽自動車税についての車検と連動するかという話だと思うので

すが、これは自動車税を払っていなければ納税証明は出ませんので軽自動車であっても車

検を取る時には納税証明が必要です。その時には全額払ってもらいます。そういうルール

になっています。

吉田委員長 よろしいですか、佐藤委員。

又地委員。

又地委員 この場合は、例えば廃車にしてしまうわけです。車検時期が来たと、来たけれ

ども車検を取らないで税金を払わないでそのままにして車検を取らないという意味なので

す。ですから、近年、油も高くなっている云々、そうすると軽自動車が随分増えているの

です。増えているのですけれども車検時になって更新しないと。更新しないということは

軽自動車税を払わなくてもよいと、払わないで車検を取らないで廃車にするとかそういう

たぐいの部分であります。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。もし、不足であれば担当の課の時に詳しく質問

していただきたいと思います。

ほかにございませんか。

笠井委員。

笠井委員 12ページ、「中でも知内町の59件240万円、大きな割合を占めているので内容精

査等具体的な解消方法を検討されたい」とこう書いているのですが、何か回収方法とか検

討することを何か考えていますか。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。

又地委員 松前もいくらかある、南桧山のほうもいくらかある、町内もあるわけなのです。

これはそういう形で出てきたので、監査委員としては担当部局にその回収方法をあれして

くださいというお願いなのです。ですから、実際に審査をやる時にこの部分は担当部局に

向けてください。

吉田委員長 笠井委員、よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、監査委員会を終了させていただきます。

次の総務課まで、暫時、休憩をいたします。

お疲れ様でした。

休憩 10：03

再開 10：05

（2）総務課

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

総務課の皆さん、改めておはようございます。よろしくお願いいたします。最初に事前

に申し上げていましたとおり担当課長のほうから大まかな説明と、それから担当職員をよ
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ろしくお願いいたします。大野総務課長。

大野総務課長 おはようございます。それでは、総務課の決算審査よろしくお願いいたし

ます。まず、職員の紹介をさせていただきます。4月異動になった職員のみということでお

願いします。財政グループの幅崎主査です。総務グループの菅原主事です、4月採用です。

では、決算書の1ページをお開き願います。実質収支に関する調書ということで記載をし

ております。歳入総額が42億9,011万5,484円、歳出が41億64万9,468円、差引1億8,946万6,

016円のうち繰越明許ということで5,007万7,000円を翌年度へ繰り越した残額の1億3,938万

9,016円が翌年度へ繰り越しとなりました。また、予算執行において財政調整基金、これは

後ほど出てきますけれども、1億1,527万6,175円、備考資金組合に超過分として5,000万円

を積み立てておりますのでこの1億3,938万、そして1億1,527万、5,000万円あわせますと3

億466万5,191円が実質上の収支ということになります。それでは、各担当主査から説明を

行います。

はじめに財政グループ幅崎主査、続いて総務グループ名須賀主幹、泉主査、尾坂主幹の

順で行いますのでよろしくお願いします。

吉田委員長 幅崎主査のほうからお願いします。

幅崎主査 それでは、私のほうから引き続き実績報告書の2ページ以降について説明させて

いただきます。

2ページをお開き願います。決算の科目別の内訳になりますが、表の左側に1款町税から

20款町債までの款ごとの歳入の内訳を、右側には歳出の款別の執行状況を掲載しておりま

す。

歳入予算現額合計の42億8,086万6,000円に対します決算額は42億9,011万5,484円で、執

行率は100.2％となっております。

また、歳出予算現額の合計の42億8,086万6,000円に対します決算額は41億64万9,468円で

執行率は95.8％となっております。

歳出で1億8,000万円ほど減となっている主な科目としましては、2款の総務費で約4,000

万円、8款の土木費で2億2,000万、10款教育費で7,300万円などが挙げられますが、このう

ち教育費については、翌年度繰越分であります木古内中学校移転改修事業の6,540万円を含

んでいるため執行率が68.8％と低くなっている状況です。

続きまして、3ページ目をお開き願います。3ページ目から8ページ目までは概要の説明書

の続きとなっております。

まず、歳入の款別の総括表になります。調定額の総額に対します決算額の状況は、合計

額での対比で97.9％となっておりまして、調定額を下回る主な要因としましては1款の町税

で約7,000万円、12款の使用料及び手数料で約1,800万円となっております。

不納欠損額につきましては、町税と使用料及び手数料で計340万円ほどとなっております。

続きまして、4ページ、こちらは款別の歳出の総括表となります。款ごとの構成比及び執

行率等につきましては記載のとおりです。なお、不用額の主な要因については、各課から

それぞれ説明がされますので省かせていただきます。

5ページをお開き願います。歳入の区分別の前年度対比については、記載のとおりですが、

歳入合計額での前年度対比で0.6％、2,374万円ほどの増となっております。

続きまして、6ページ、こちらは歳出の前年度対比となっておりまして、こちらも合計額



- 9 -

での前年度対比になりますが0.2％、818万5,000円ほどの減となっております。

7ページになります。一般会計における一般財源の充当状況になります。こちらも前年度

対比で表記させていただいておりますが、使途別の充当率は前年度と比べてほぼ変動がご

ざいません。

なお、この資料中には表記されておりませんが、決算統計上の経常経費に充当した経常

一般財源の比率であります「経常収支比率」につきましても、90.7％となっており、ここ

3か年はほぼ横ばいで推移しております。

続きまして、8ページになります。過去10年間の公債費の状況でございます。平成23年度

の借入額は前年度より約6,000万円ほど少ない2億9,400万円となっております。

歳出決算額に対します各年度の元利償還額の割合につきましては一番右側ほうに記載し

てあるとおり、平成23年度は12.5％となっております。以上が8ページまでの決算の概要に

ついての説明となります。

続きまして、決算実績の詳細説明に入らせていただきます。まず、歳出からまいります。

決算書25ページ、決算実績報告書24ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、25節 積立金ですが、予算額1億6,

974万6,000円に対しまして、決算額は1億6,887万6,075円で、不用額は86万9,925円、執行

率は99.5％となっております。

この中で、財政所管分といたしまして収支剰余分の積み立てとして備荒資金に5,000万円、

財政調整基金のほうに1億1,500万円ほど積み立てしております。そのほか、少額のものに

つきましては、各基金の運用利子相当分での積み立てとなっております。

不用額の86万9,925円につきましては、平成23年度中に繰替運用を行う必要がなかったた

めに不用額が発生したものです。

なお、各種基金の状況については、資料番号5の説明資料の23ページに過去3か年の推移

を掲載させていただいておりますので後ほどご参照ください。総額では、平成23年度末で

11億7,700万円ほどとなっております。

決算書のほうに戻ります。決算書54ページ、決算実績報告書の60ページをお開き願いま

す。

12款 1項 公債費、1目 元金ですが、予算額4億5,638万2,000円、決算額4億4,399万2,

816円で、不用額 1,238万9,184円で執行率は97.3％です。借入先別の償還額については、

実績報告書記載のとおりです。

なお、不用額について、平成22年度に借り入れました過疎債の一部について、借入条件

の変更がありまして、1年据え置きとなったために平成23年度の償還額が減となったことに

よるものです。

続きまして、2目の利子ですが、予算額7,337万1,000円、決算額6,824万345円で、不用額

は、513万655円、執行率は93％となっております。この不用額の大部分につきましては、

実績報告書の借入先別内訳の一番下にありますが、一時借入金利子の記載がありゼロ円と

なっておりますが、当初予算では400万円計上しておりまして、平成23年度中に一時借入を

利用しなかったために、全額不用額となったことによるものです。

決算書はそのまま54ページ、決算実績報告書は61ページをお開き願います。

15款 予備費については、200万円の予算の執行については、平成23年度はありませんで
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した。

続きまして、歳出は終わりなのですが、歳入のほうに引き続き入ってよろしいですか。

吉田委員長 よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、歳入のほうに入ってください。

幅崎主査 それでは、歳入のほうに入らせていただきます。

決算書は9ページ、決算実績報告書は10ページをお開き願います。

2款 地方譲与税、1項 1目 自動車重量譲与税ですが、予算額3,360万円に対しまして、

決算額2,677万7,000円、執行率は79.7％となっております。

続きまして、2項 1目 地方揮発油譲与税ですが、予算額1,300万円、決算額1,031万6,

045円、執行率 79.4％となっております。

決算書は10ページ、決算実績報告書は11ページをお開き願います。

3款 1項 1目 利子割交付金ですが、予算額 160万円、決算額 123万3,000円で、執行

率は 77.1％となっております。

4款 1項 1目 配当割交付金ですが、予算額 20万円、決算額 41万4,000円、執行率20

7％となっております。

5款 1項 1目 株式等譲渡所得割交付金ですが、予算額10万円、決算額 10万8,000円、

執行率 108.0％となっております。

6款 1項 1目地方消費税交付金ですが、予算額5,400万円、決算額 5,222万9,000円、執

行率 96.7％となっております。

決算書のほうは11ページになります。

7款 1項 1目 自動車取得税交付金ですが、予算額 860万円、決算額 645万3,000円、

執行率 75％となっております。

8款 1項 1目 地方特例交付金、1節 児童手当及び子ども手当特例交付金ですが、予

算額、決算額ともに579万3,000円となっております。

2節 減収補てん特例交付金ですが、予算額、決算額ともに251万6,000円、執行率100％

なのですが、こちらは3節の減税補てん特例交付金が、2節の減収補てん特例交付金として

総合して交付されることになったため、3節の減税補てん特例交付金は年度途中で全額減額

補正しております。

9款 1項 1目 地方交付税ですが、普通交付税分は、予算額、決算額ともに 19億2,05

4万6,000円、執行率100％です。特別交付税は、予算額 1億8,500万円に対しまして、決算

額2億5,091万円、執行率135.6％です。あわせて、予算額 21億554万6,000円、決算額 21億

7,145万6,000円、執行率103.1％となっております。

なお、地方交付税額等の状況につきまして、説明資料の22ページに、ここ数年の交付額

の推移を掲載させていただいておりますのでご参照願います。

決算書のほうは12ページになります。

10款 1項 1目 交通安全対策特別交付金ですが、予算額60万円に対しまして、決算額

はゼロ円となっております。

この交通安全対策特別交付金につきましては、過年度の交通事故発生件数等により算出

されることになりますが、算出額が基準額である25万円に満たない場合は市町村ではなく、
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道のほうに交付されることとなっておりまして、平成23年度は当町に交付がありませんで

した。

決算書は19ページ、決算実績報告書18ページをお開き願います。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 利子及び配当金については、各積立金の利

子相当分で、内訳は実績報告書に記載のとおりとなっております。

決算書は次の20ページ、決算実績報告書も次の19ページをお開き願います。

17款 繰入金、2項 特別会計繰入金、1目 病院事業会計繰入金ですが、予算額 530万

8,000円に対しまして、決算額はゼロ円となっております。

この分につきましては、歳出の公債費でも説明させていただきましたが、起債の償還の

一部が借入条件の変更により1年据え置きとなりました。この償還額のうち、病院事業会計

に相当する分については、一般会計へ繰り入れする予定でしたが、償還が後年度に延びた

ため、繰り入れないこととしたものによるものです。

決算書は21ページをお開き願います。

18款 1項 1目 繰越金につきましては概要説明で説明したとおり決算額1億5,753万9,

544円となっております。

19款 諸収入、2項 1目 預金利子につきましては、普通預金の利子で20万3,575円とな

っております。

決算書は22ページ、決算実績報告書は20ページをお開き願います。

5項 1目 雑入の中で、財政グループ所管のものといたしまして、3節 雑入、新市町村

振興宝くじ交付金、予算額 220万4,000円に対しまして、決算額 193万8,870円、執行率は

88％となっております。

決算実績報告書のほうは21ページをお開き願います。

20款 1項 町債、1目 総務債ですが、現計予算額2億9,900万円、決算額 2億7,200万円、

執行率は91％となっております。内訳としまして1節 臨時財政対策債1億5,630万円、2節

新幹線整備事業債6,080万円、3節 過疎地域自立促進特別事業債5,490万円となっており

ます。

このうち新幹線整備事業債につきましては、北海道が負担する額の一部を町が負担金と

して支払うものなのですが、平成23年度の総事業費が当初提示されていた額よりも少なく

なったために2,700万円の減となっております。

2目 農林水産業債ですが、現計予算額、決算額ともに 1,080万円、これは、水産業施設

でありますホタテの養殖施設の整備事業に充当したものです。

3目 土木債ですが、現計予算額、決算額ともに 1,120万円、内訳につきましては、1節

街路整備事業債680万円、2節 駐車場整備事業債260万円、3節 道路整備事業債180万円と

なっており、各町債の借入先は実績報告書に記載のとおりです。町債の全体額としまして

は、2億9,400万円となっております。

以上が、総務課財政グループ所管の決算項目です。ご審議のほどよろしくお願いします。

吉田委員長 ただいま財政グループの主査のほうから説明がございました。皆さんから質

疑を受けます。

ありませんか。

ないようなので、次の担当に移りたいと思います。
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名須賀主幹。

名須賀主幹 総務グループの名須賀です。総務課総務グループの所管につきまして歳出か

ら説明いたします。

実績報告書の23ページ、決算書の24ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、予算額2億4,418万7,000円に対し決算

額2億3,826万5,507円、執行率97.6％となっております。

説明につきましては、平成22年度との相違分と不用額が30万円以上の節について申し上

げます。

1節 報酬ですが、決算額で1,941万6,893円主に嘱託職員5名分を支出しております。

決算書の25ページをお開き願います。

4節 共済費、決算額296万4,314円は嘱託職員5名分の社会保険料、雇用保険料を支出して

おります。

資料番号5 決算審査特別委員会説明資料15ページをお開き願います。

不用額が37万4,686円ありますが、これは病気等による長期休暇職員の代替えとして雇用

する臨時職員が少なかったことによる不用額が発生しております。

次に、7節 賃金ですが、予算額161万3,000円に対し、支出額が1万5,302円となっており

ます。

これも支出が少なかった理由として、病気等による長期休暇の代替職員分を計上してい

ましたが、病気等による長期休暇等の職員が少なかったことによるもので、発生しており

ます。

次に、8節 報償費 決算額3万3,000円については、木古内高校の高大連携事業参加費で

5名分を予定していましたが、1名の参加の支出にとどまったことにより発生しております。

次に、9節 旅費、平成22年度より37万6,430円支出減がありますが、道からの派遣職員

が2年目のため、赴任旅費の支出がなかったことが原因となっております。

次に、10節 交際費については、平成22年度とほぼ同額の支出となっております。

資料番号5 決算審査特別委員会説明資料の18ページから20ページに交際費の明細を載せて

おります。

11節 需用費ですが、決算額566万7,660円の支出となっております。

149万2,335円の不用額がございますが、プリンタートナー、修繕費、一般消耗品等の支

出減によるものです。

続きまして、12節 役務費は決算額で566万7,660円の支出になっておりますが、35万4,

340円の不用額がございます。これは郵便料金、電話料金の支出減によるものでございます。

続きまして、実績報告書の24ページをお開き願います。

13節 委託料ですが機器並びにソフトの保守料が主な支出で、決算額で716万8,229円の

支出をしております。

平成22年度より196万3,471円の支出の増となっておりますが、これは総合行政システム

のソフト更新に伴う保守委託料の増と町営住宅の明け渡し弁護士訴訟委託料の支出が増え

たことによるものです。

続きまして、使用料及び賃借料については、印刷機、コピー機並びに電話機の借り上げ

等で337万6,716円を支出しております。
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続きまして、18節 備品購入費、ＯＣＲ機器購入、災害時対策として総合行政システム

のデーターを庁舎外施設でバックアップして保管する装置の購入並びにパソコンの購入で

342万7,000円を支出しております。

続きまして、19節 負担金補助及び交付金は各団体等への負担金や補助金の支出で237万

724円を支出しております。

平成22年度より70万3,318円の支出の減となっております。これは平成22年度で木古内高

等学校の創立60周年記念助成金、木古内町国民健康保険病院落成記念事業補助金並びに平

成23年度木古内高等学校の生徒が3学年だけの1学年となったための就学助成金の支出の減

になったことによるものでございます。

続きまして、23節 償還金利子及び割引料、これは平成22年度と同額程度の支出となっ

ております。

続きまして、25節 積立金につきましては、教育基金積立金、まちづくり応援基金積立

金が総務グループ所管となっております。

続きまして、実績報告書の25ページをお開き願います。

2目 職員厚生費について説明いたします。予算額217万1,000円、決算額195万4,903円、

執行率90％となっております。

9節 旅費は、新人研修旅費などで16万4,720円支出しております。

13節 委託料ですが、これは職員の健康診断料を支出しております。

次に、実績報告書48ページ、決算書46ページをお開き願います。

9款 消防費 1項 消防費 1目 消防費について説明いたします。

決算額で2億209万1,000円、これは渡島西部広域事務組合負担金となっております。

次に、実績報告書60ページ、決算書54ページをお開き願います。

14款 職員給与費 1項 職員給与費 1目 職員給与費について説明いたします。

予算額5億7,371万円に対しまして、決算額5億7,059万2,552円、執行率で99.5％となって

おります。ここで72万4,624円の不用額でございますが、これは中途退職者及び病気長期休

職者により発生したものでございます。

続きまして、実績報告書61ページをお開き願います。

3節 職員手当につきましては、1億3,491万7,642円の支出になっております。239万2,3

58円の不用額ですが、時間外勤務手当で610万6,000円の予算を見ておりましたが、実績で

371万2,943円の支出にとどまったことが主な要因になっております。

歳出については、以上でございます。

吉田委員長 ただいま歳出の説明が終わりました。いったん質疑に入ります。

質疑ございませんか。

竹田委員 いまの61ページの職員手当の部分で時間外手当、これが当初より時間外が少な

かったという捉えかたをしていいのか。いま総務課長、6割支給ではないですよね。満額支

給ですよね。その確認と、時間外が少なくなって不用額が出たというのかどうなのかとい

う部分を確認したいと思っています。

吉田委員長 よろしいですか。大野総務課長。

大野総務課長 時間外手当の不用額についてのお尋ねでございます。事業を執行する上で

残務整理あるいは自己研修、こういうものについては時間外を出さないというような手続
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きにしておりますので、こういったことを背景として各担当課長のほうで、確認をした結

果の減でございます。もちろんイベント等、会議ですとか外でのイベント、こういったも

のに参加する部分については、全て時間外手当を支給をしております。時間外手当の金額

につきましては満額支給ということで進めております。

吉田委員長 竹田委員、よろしいですか。

平野委員。

平野委員 昨年の決算委員会並びに今年度の予算委員会の時にもお話をちらっと同様の主

旨の話をしたと思うのですが、ページ数がちょっと出て来ませんが資料番号5番の町長交際

費についてですけれども、現金での交際費を出されている部分、あるいはお花だったり、

専門職にお願いしている部分もありますけれども、大多数はお酒だったり、飲料だったり

占めると思うのですけれども、こちらの町内業者の振り分けについては、どのような進め

をしておりますかお知らせください。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 町内業者を全般的に回しております。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 一部業者からも、もちろんどのような回しているとおっしゃいますけれども、

全然そのような買い物といいますか、されたことがないという声も実際伺っております。

特に町長の交際費については、木古内町長という名前の入ったご祝儀ですとか寸志ですと

か、町から買ってもらった意識が非常に高まる物品でもございます。特にこのような町長

交際費については、町内業者を平等にわけるべきだと思いますが、もう一度聞きます。本

当に町内業者を平等に買われているのでしょうか。もう一度だけ同じことを聞きます。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 本町内に配達関係があるものですから、頼んでおります。

吉田委員長 もう少しはっきり。名須賀主幹。

名須賀主幹 本町内の業者に頼んでおります。

吉田委員長 3回目です。平野委員。

平野委員 本町内というと郡部は抜かしているという意味ですか。木古内町本町という意

味ですか。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 本町及び札苅地区です。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 いまここで平等に買われているということですから、あとで内訳を資料を見せ

ていただきたいと思います。そういうのは可能ですか。

吉田委員長 大丈夫ですか。名須賀主幹。

名須賀主幹 わかりました。

吉田委員長 後で資料をお願いします。

ほかにございませんか。

東出委員。

東出委員 先ほど竹田委員が止めてしまったのですが、総務課長の言う今回残業の不用額

が多かったということの説明があったのですが、出さない理由の中には自己研修というよ
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うな表現があったのですが、自己研修というのはどの辺でどのようなことを指して自己研

修というのか。やはり仕事によっては、職員も簡単な言葉で言えば5時までだらだらやって

いて、5時過ぎてからやる、これはだめですけれども。びっしり仕事をしてきた中で、どう

しても残業を要するものがあるという部分では、私は支給してやるべきではないのか。こ

れは決算ですから、余った理由の中でそういうようなものはなかったのかどうなのかとい

う確認なのですけれども。不用額を出したから悪いとか、何とかではなくて。きちんとや

はり労働に対する対価ですから、やったものはきちんと払ってやるべきだと思います。そ

の辺がどうだったのかということなのです。そしていままでですと、例えば、土、日にイ

ベントがあると。例えば咸臨丸まつりとか、何かの行事があるとそういう時に要請がかか

ると思うのです。そうすると、それの代替えとして代休を与えていただけです。いままで

そういうような形の中では、財政健全化の中で代休という形を随分言葉にしたことがある

と思うのですけれども、まずそれがどうだったのか、実体的。現実、そのような問題が発

生していたのではないのかと私は思うのですが、これは新年度に向けて改善していかなけ

ればならないものがあるので、現状がどうだったのかということを確認しておきたいと思

います。

それから、名須賀主幹、資料の15ページ。どうもきょうのあなたの説明がいままでの名

須賀君じゃないみたいに、ちょっと歯切れが悪いです。共済費の賃金の中で病気休暇等対

応臨時職員の減となっているのですけれども、これは何人を予定していて何人が減ったの

か。それから、長期病気休養と言っているのですが、この辺もう少し詳しく言ってくれな

いとわかりません。その辺をちょっとお尋ねいたします。

吉田委員長 以上2点について、大野総務課長。

大野総務課長 まず、時間外手当の支給についてでございます。財政健全化計画に取り組

むということで、その中で職員に協力をお願いした中身の一つであります。研修というも

のについては、現在はパソコンによる作業が増えておりますので、パソコンの操作これは

エクセル等の計算式です。こういったものの研鑽を職員間で行って技術向上につなげてい

る。これは自己研修ということで処理をさせてもらっています。あるいは、またワードの

使用についてもそのような研修をしています。一方で、これは次の仕事に役立つためとい

うことは確かにあるのですが書類の読み込みです。制度等について分厚い資料が流れてき

ますが、なかなか時間内で、それを読み込む時間がないということで、残って法律等を勉

強する研修すると、こういったものについては、申し訳ないのですが職員には協力をして

くれということで、時間外の対象からは外しております。

また、イベント日、これについては、土、日の扱いは、法律上週休日ということになり

ます。祭日については、休日。休日は時間を出します。週休日については、4時間、8時間

ということで、半日、1日の代休という処理をしています。このうち1時間に対して0.25時

間を保障すると。4時間週休日に午前中イベントに参加した場合については、1時間の時間

外手当と半日の休日とこれは代休日です。そういう扱いにしております。長期病気休暇者

につきましては、人数等を名須賀主幹のほうから報告いたします。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 長期病気休暇等で1名分を総務課のほうで計上しております。

吉田委員長 東出委員、よろしいですか。
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東出委員。

東出委員 総務課長、いままでひとつの財政健全化の中で残業手当については、職員に協

力をお願いしてきたということは私も重々理解しております。ただこれはそうしますと、

我々自身もいけなかったかと思うのですけれども、ある意味では労働基準法に抵触をして

やって来たと。抵触するんでないかと私は思うのですけれども、その辺は私は労基法はよ

くわかりませんが、それは安易に我々が認めてやってきたのだと。ただ、今年度あたりか

ら正規な形を取ったようなことをお伺いしているのですが、そうすると、やはりその年の

残業日数というものは、予算ですから多くおそらく括っていたと思うのです。ですから、

こうやって不用額として出て来たと思うのですが、今後の扱いを考えた時に、ではいまま

でそういう部分で労基法に抵触しながらも、やってきたのだというふうに認識していいも

のかどうなのか。その辺ちょっと確認しておきたいと思います。

それから、名須賀さんのところがわからないのです。不用額とこれで出たのですけれど

も、1名分で病気休暇等対応臨時職員の減とあるのですが、病気で長期で休んでいたと。そ

れに対応する臨時職員が減ったのだというのですけれども。この説明では何かわからない

のです。その辺もう少し理解をするような言い方をしていただきたいと思います。

吉田委員長 2点、大野総務課長。

大野総務課長 労働基準法に違反するかしないかという、そのゼロか100かという話になり

ますと、これはグレーなところかと思います。というのは違反につながるということであ

れば、労使の使のほうです。使用者である職員のほうからの訴え出が出ますと、やってい

る業務の内容によってこれは監督署のほうの審査になろうかと思います。この研修につき

ましては、労使いわゆる使用者側の部分で、財政健全化に取り組む中で、時間外はこうい

う取り扱いをしようと。これは合意のもとに進んでいる話ですので、訴え出が出るという

ことは認識しておりません。出た場合については、そこについて正しいか正しくないかと

いう判断を労働基準監督署に仰ぐことになるかと思います。ただいままで説明しておりま

すように考えかたとして、自己研修については対象外とするということの相互の理解のも

とに進められているということで、そこの点についてははっきりと違反、違反でないとい

う解釈からは避けた解釈としていただければというふうに思います。

あと長期病気休暇者なのですが、3年ほど前からメンタル面等で長期で休む職員が出てく

るようになりました。そうした場合に、突然職場から抜けるということになると、すぐ臨

時職員で対応したいのですが、その分の予算を見ていないと臨機応変の対応ができない。

すぐの対応ができないということで、「1名の人件費分を万一発生した場合に使わせてくだ

さい」ということの予算化をお願いしていました。昨年は、そういった職員が少なかった

ということで、臨時職員を採用せずにすみましたというのが説明なのですけれども、その

ように受け止めていただければと思います。

吉田委員長 よろしいですか、東出委員。

東出委員 はい。

吉田委員長 福嶋委員。

福嶋委員 説明資料の15ページに、新幹線の負担金が総体で9,700万円の内3,000万円残す

のですよね。その主な理由が年度途中で確か補正して3月でこれだけの見込みがあれば繰越

明許その他があったのかわかりませんけれども、何か少しその原因が30％以上繰り越した
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と。いいことなのですけれども、その主な理由がもしわかればお願いします。

吉田委員長 先ほど終わっていますけれども、聞きますか。幅崎主査。

幅崎主査 私のほうから説明させていただきます。新幹線の整備事業の総事業費の3分の1

のさらに10分の1が木古内町の負担ということになっているのですが、23年度の当初予算に

組む時に示されていました総事業費が9,770万円だったのですが、24年4月18日に事業費の

確定が示されるのですが、その時に見込みよりかなり低くなりまして、6,760万円に下がっ

たことに伴いまして、起債の額も2,700万円減となったということになります。

吉田委員長 福嶋委員。

福嶋委員 それはわかるのです。4月18日になぜ6,700万円に減ったのか、当初9,700万だっ

たでしょう。6,700万円に減った理由はなんですかと聞いているのです。

吉田委員長 幅崎主査。

幅崎主査 負担金の請求につきましては、北海道新幹線の総事業費の詳細が各町村に示さ

れるわけではございません。企画サイドのほうに負担金の請求額のみ示されることになっ

ているので、どの部分が例えばこの部分の工期が翌年度に延びたために、いくら下がりま

したとかそういった詳細の報告は受けておりませんので、工事費総体が減になった理由に

ついては説明が難しいです。ご理解願います。

吉田委員長 ほかにございませんか。竹田委員。

竹田委員 一点確認したいのですが、訴訟委託料で20万円計上していますけれども、あれ

は昨年公住の訴訟の費用なのかどうかという部分を確認したいと思います。

吉田委員長 大野総務課長。

大野総務課長 住宅明け渡し訴訟について議会提案をしておりますので、佐女川の住宅と

いうことでご理解をお願いします。

吉田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。

ないようなので、私のほうから一点お願いします。

新聞等で札幌出張時のいろいろなことがございました。決算委員会なので当町の現状、

ましてこの件につきましては、今度の予算案に係わってきますので、その辺の説明ができ

るのであればちょっとしていただきたいと思うのですが。

大野総務課長。

大野総務課長 大変、申し訳ないのですが、まだ、町長の決裁までいっておりませんので、

いま持っている案ということで話をさせていただいてよろしいでしょうか。そういうこと

でお願いいたします。共済組合の負担金なのですが、これについては、組合法の中の113条

というのがありまして、掛金について自治体と職員側が折半するというような規則になっ

ているのです。そこを捉えて、いまポールスターですと5,000円の助成金がでます。この5,

000円の助成金というのが、ことし4月からです。昨年までは2,000円でした。それで、2,0

00円の内訳は市町村共済組合のほうで2,000円、福祉協会というところがありまして、そち

らにも掛金を納めているのですが、そちらから3,000円の助成です。あわせて5,000円なの

ですが、北海道新聞さんでいまキャンペーンをやられていますけれども、「2分の1は税金

でしょう」とこういう話ですので、掛金が折半という考えかたからすると2分の1という話

になるのかと。そこで、それが公費であるというふうなことですので、それについては、

我々といいますか木古内町としても受け止めて、その分の支出については、現在8,000円定
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額の旅費から2,500円差し引いて旅費の請求をしてもらおうと。これは現在の旅費の調整と

いうのが旅費規則の中にあるのですが、ほかの団体からの支出がある場合には、普段もそ

うなのですけれども、他団体負担ということでほかの団体からの負担がありますよという

ことの中で、その分の旅費は請求しないと。例えば別な団体の費用で出張に行きますとい

うことになりますと、そちらが全額出しますから他団体負担ですよと。1泊2日で札幌行き

ますというような出張命令を出すのですけれども、そこの中に他団体から2,500円負担があ

りますので、その分については、請求しませんということで差し引きの5,500円で請求して

もらうという、こういうような方法にしようということで話をしています。これは、まだ、

案の段階ですので、今後そういう取り扱いを早めにしていきたいというふうに思っており

ます。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、歳入に入る前に10分間休憩をいたします。

休憩 11：01

再開 11：10

吉田委員長 それでは、引き続き総務グループ歳入についての説明を求めます。

名須賀主幹。

名須賀主幹 次に、歳入についてご説明いたします。

実績報告書15ページ、決算書15ページをお開き願います。

13款 国庫支出金 3項 国庫委託金 1目 総務費委託金 1節 総務費委託金ですが、

自衛隊募集事務委託金が総務グループ所管でございます。

続きまして、実績報告書 18ページ、決算書19ページをお開き願います。

15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 1節 利子及び配当金2社

分の株式配当金が総務グループ所管でございます。

同じく、実績報告書18ページ、決算書20ページをお開き願います。

16款 寄附金 1項 寄附金 3目 教育費寄附金ですが、2名町内1名、町外1名のかたか

ら4万円の寄附をいただいております。

16款 寄附金 1項 寄附金 4目 まちづくり応援寄附金ですが、6名町内1名、町外5名

のかたから275万円の寄附となっております。

次に、実績報告書は19ページ、決算書22ページをお開き願います。

19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入について説明いたします。

総務グループ所管は、2節 一部事務組合広域連合還付金等の渡島西部広域事務組合過年

度精算還付金81万899円と、実績報告書歳入の20ページをお開き願います。3節 雑入で総

務課分、福祉協会からの保険手数料、損保ジャパンからの集金事務費、福祉協会からの保

険推進交付金、臨時職員等の雇用保険繰替金、コピー機使用料、職員総合健診本人負担分、

福祉協会からの職員研修助成金の7本で計82万6,950円となっております。これが総務グル

ープ所管の分になっております。

以上、歳入については、以上でございます。
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吉田委員長 ただいま歳入の説明が終わりました。質疑を受けます。

東出委員。

東出委員 実績報告書の18ページ、決算書の20ページでも同じなのですけれども、そこの

まちづくり応援寄付金なのですけれども、当初の見込んだものが275万円で、そして決算で

ぴったり275万円なのです。これは寄付金ですよね。こういうぴったりというのはわたしに

すると随分うまいことをやったものだと思うのですが、その辺ちょっと。それから、6件と

言いましたか、7件と言いましたか、それの資料があればいただきたいと思うのですが、ま

ず、どんぴしゃになった部分でお願いします。

吉田委員長 大野総務課長。

大野総務課長 寄付金につきましては、2月末現在、補正予算の取りまとめをする日までで

3月定例会に補正予算を計上しておりますので、ぴったりの数字になっております。ほかの

寄付金についても同様に実績を3月の補正、議会で歳入を補正しております。

それと、今回の6件のうち、250万円のかたが一人、あとは5名のかたが25万円です。町外

です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 その辺、ちょっと予算の組み立てかたがわからなかったものですから、あれし

たのですけれども、それでは、まちづくり応援寄付金に対する、相手に対する、「ありが

とうございました」という謝意をどんな形で示しているのかちょっとお伺いいたしたいと

思います。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 寄付をされたかたに町長名で礼状を差し上げております。

吉田委員長 よろしいですか。東出委員。

名須賀主幹。

名須賀主幹 礼状と感謝状を差し上げております。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 ちゃんとあなたは現場を持っていながらだめですよ。礼状を送っていると言っ

たのでしょう。その礼状は、だから後ろからどうのこうの感謝状がどうのこうのとあるの

ですが、どちらがどうなのですか。はっきりしなさい。

吉田委員長 大野総務課長。

大野総務課長 寄付をいただきまして、まず、ご本人に通知を出すのは礼状です。たまた

ま、お一人のかたは札幌木古内会のほうに加盟をされておりまして、札幌木古内会の総会

の席で感謝状という形でこれはまた別にお渡しているので、両方をお渡したということで

す。

吉田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。

又地委員。

又地委員 監査が終わってから聞くのも何なのですが、20ページの雑入の中の、いま主査

が言った集金事務費、損保ジャパン8,925円、これをちょっと教えてください。損保ジャパ

ンというのは民間です。私は、こんなたぐいのもの、例えば職員には給料をやっているわ

けです。それは町民の税金です。中で民間企業の手助けをしてお金をもらうというのは、

私は、本来だめでないかと思っているのです。それで、なおかつ8,925円とこう半端がつい
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ています。集金事務費に対してのパーセントとか決まっているのですか、損保ジャパンの

ほうでは。これをちょっと教えてください。

吉田委員長 名須賀主幹。

名須賀主幹 いま調べてお知らせいたします。

吉田委員長 時間かかりますか。又地委員。

又地委員 これは雑入で受けているのですよ。そうしたら、例えば損保ジャパンに入って

いる町職員が何人いるのか。そして保険料をこれは集金事務費だから毎月なのかどうかと

いう部分もあるだろうし、そして総額、月であればこのくらい給料から天引きするのです

かどうするのかわかりませんが、そういうことをやっているそのものの行為というのは、

私はだめでないのかなと思います。公務員が町民の税金で給料をもらっていて、そして民

間企業の手助けをしている。よそにあるのですか。たまに庁舎内に保険会社さんが出入り

していることはわかっています。ですが、何となくこれはすとんと落ちません。

吉田委員長 この件について。暫時、休憩をいたします。

休憩 11：20

再開 11：21

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

泉主査。

泉主査 総務グループの泉です。私のほうから細かい数字はわからないところがあるので

すがお話をさせていただきます。損保ジャパンにつきましては、北海道の福祉協会という

ところで、北海道一円として損保自動車保険で団体扱い、北海道を一括なのです。それの

給料から保険料を天引きをします、事務として。それに対する事務手数料ということで、

6,000なにがしのお金を役場にいただいているということになっております。前職やってい

ましたのでお答えさせていただきました。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。

又地委員 頭に道があるのですね。福祉協会というのがあって、そこで取りまとめをして

いるのですか。損保ジャパンとのあれで。そこに個人的に保険を入っていると。その業務

の徴収を役場職員が、なるほどね。いいのか悪いのか、わかりました。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 泉主査のところの仕事なのですか。あなたのところは私ははっきり言って監査

委員と選管とかのあなたの職務でしょう。いろいろな条例の改廃だとかやっているのです

が、事務の窓口があなたになっているということなのですけれども。あなたの職務以外の

部分じゃないかなと私は思うのですけれども、その辺の見解を。

吉田委員長 大野総務課長。

大野総務課長 ただいま、集金事務費ということで損保ジャパンに関してのお尋ねでござ

いました。総務グループということで総務グループの一員ということで、泉主査、前業務

を担当していたということもあって知識がありました。その中で総務グループですから、

担当は確かに、監査・選管ですけれども、グループの一員ということでお答えさせていた

だきました。
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吉田委員長 よろしいですか。

又地委員。

又地委員 直接の担当者は勉強しておいてください。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、総務グループの歳入歳出の質疑を終わります。

次に入ります。泉主査。

泉主査 総務グループの泉でございます。私のほうから選挙管理委員会及び監査委員会費

のほうの説明をさせていただきます。まずは、歳出からご説明させていただきます。

実績報告書の28ページ、決算書も同じく28ページになります。よろしいでしょうか。

2款 総務費、4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費です。予算額39万1,000円 決算額

31万6,580円 執行率81％となっております。この中で、9節 旅費につきましては6万3,3

60円の不用額がございますが、委員さんの研修会欠席によるものでございます。

続きまして、その下になりますが、2目 北海道知事及び議会議員選挙費です。予算額3

61万4,000円、決算額355万9,895円、執行率98.5％となっております。歳入の後に歳出の

説明しますが、委託金額内での執行となっております。

続きまして、実績報告書は30ページになります。

3目 木古内町議会議員選挙費です。予算額293万9,000円、決算額288万8,251円、執行

率98.3％です。決算書は29ページです。

16節 原材料費で執行額がゼロとなっております。不用額は5万円ですが、こちらにつ

きましては、前段にありました北海道知事及び議会議員選挙で使用した材料を再活用させ

ていただきましたので、執行額ゼロとなっております。

続きまして、実績報告書、決算書30ページになります。

4目 木古内町農業委員会委員選挙費です。予算額17万3,000円、決算額4万9,474円、執

行率28.6％です。こちらは、11節 需用費で8万3,721円、12節 役務費で3万9,805円の不

用額がありますが、無投票で終わったことによるものでございます。

続きまして、5目 木古内町長選挙費です。予算額46万6,000円、決算額45万8,115円、

執行率ほぼ100％ですが、98.3％です。こちらは、24年の第1回定例会で補正させてもらい

ましたが、ポスター掲示板、入場券などの支出となっております。

歳出については、以上でございますが、続けて歳入のご説明をさせてもらいますが、よ

ろしいですか。

吉田委員長 続けて歳入のご説明をお願いします。

泉主査 実績報告書、決算書ともに17ページになります。よろしいでしょうか。

14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、3節 選挙費委託金で、北海道

知事及び議会議員選挙費委託金として、407万7,604円を収入しております。

以上でご説明のほうを終わらせていただきますが、監査のほうも続けてよろしければ。

吉田委員長 よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 では、続けてください。

泉主査 続けて監査部分をご説明させてもらいます。
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監査部分につきましては、歳入がございませんので、歳出のみのご説明になります。

実績報告書、決算書共に30ページになります。よろしいでしょうか。

2款 総務費、6項 監査委員費、1目 監査委員費につきましては、予算額120万9,000

円、決算額120万2,720円です。執行率99.5％となっております。不用額で需用費で5,200

円の不用額がございますが、法規追録回数の減によるものでございます。

以上で説明のほうを終わらせていただきます

吉田委員長 ただいま選挙管理委員会、監査委員費の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑を受けます。

東出委員。

東出委員 木古内町議会議員選挙についてお伺いいたします。我々立候補するものは事前

に準備等をして、そして説明会を受けるわけなのですけれども、去年の例をちょっと引き

合いにお話させていただきたいと思います。実は我々車、選挙カーのことなのですけれど

も、警察の審査を受けなければならない。そんなことでいままで私は何回かあれしている

のですけれども、去年は随分隣にいる笠井議員が随分質問をしていたのですが、どういう

わけか去年は選挙カーの審査が早まった時の日にちよりないということで、随分我々「い

ままでと違うのではないか」と。「やり方が違うのではないか」ということで、随分と食

い下がったのですが、現状はその辺審査をする警察とあなたたち選管とのやりとりの中で

その辺のことについて去年のような儀に我々から指摘されて初めて、直ったのですけれど

もその経過はどのようなことであのようになったのかこの機会にお伺いしておきます。

吉田委員長 泉主査。

泉主査 選挙カーの審査日のことだということで、お答えをさせてもらいます。説明会の

時には例年にはなく1週間ほど前の日にちが設定になったかと思います。それにつきまして

は、私どもの決めた日にちではなかったのですが、警察のマニュアルというものがあるら

しく、それに基づきますと、それぐらいの日程での設定をするというのが北海道警察さん

の取り扱いだということです。それでその後、いろいろお話をさせていただきまして、前

日の検査日を設けていただくことになりまして、後日、文書を議員各位の立候補された皆

様に通知を出させていただきまして、2日を取らせていただきました。24年度町長選挙がご

ざいましたが、それにつきましては十分な協議を進めさせていただきまして、前日の検査

日というふうな取り扱いにさせてもらっております。以上でございます。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 ですから、そうであればあるように、事前の時からそういうことをあなたたち

自身が気を付けて、警察のマニュアルがあるのはわかります。わかりますが、なぜ、私た

ちが食い下がったかというと、自分で車を用意できる人はそれでいいです。レンタカーを

借りなければならない人は1日いくら払うと思うのですか。万金です。そして選挙の告示日

じゃないと走れないのです。その1週間前から車を借りておけというのですか。そんなこと

があって、あなたたちも我々のことを理解してくれて警察と折衝して前日までということ

になったのですが、今後こんなことが二度と起きないようにあなたたち選管はきちんとし

ていただきたい。申し添えておきたいと思います。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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吉田委員長 ないようなので、次にいきたいと思います。

防災担当ですね。尾坂主幹。

尾坂主幹 それでは、私の所管の災害対策費について説明したいと思います。

災害対策費ですが、歳入はありませんので歳出だけの説明にさせていただきます。

また、例年どおり執行されているものについては、省略しますのでよろしくお願いしま

す。

それでは、歳出決算実績で48ページ、決算書46ページです。

9款 消防費、1項 消防費、2目 災害対策費で、予算額295万2,000円に対し、決算額

270万8,289円で、執行率は91.7％になっています。

続きまして、1節と9節の報酬と旅費については、執行はありませんでした。

次の11節 需用費ですが、これは電池、ロープ、油吸着マット等の購入で18万3,234円を

支出しております。

次に、需用費の中の食糧費ですが、9,669円を支出しております。この内訳としましては、

ことし2月に国道が通行止めの時に、待機していた人たちにおにぎりを食べさせた、その支

出になっております。

同じく、下のほうの戸別受信機等修繕費ですが、受信機の修理費とアンテナの購入費で

10万3,950円を支出しています。

次に、12節 役務費です。電波利用料 55万1,337円の支出ですが、屋外拡声子局、車載

用無線機の電波利用料並びに車載用無線の再免許申請料になっております。

下の回線利用料 8万6,436円は、総合行政ネットワーク、ＬＧ1というのですけれどもそ

れに接続している回線の利用料になります。

下の特殊無線士養成講座受講料、これは第3級陸上特殊無線技士養成講座を受講した受講

料です。昨年は私が受講しております。

続きまして、決算実績49ページをお開きください。13節 委託料です。

戸別受信機設置委託料ですが、これは例年どおりの支出となっております。

次に、14節 使用料及び賃借料3万9,000円の支出になりますけれども、これは平成23年

7月2日に大釜谷で発生した火災の時に重機を借り上げましたのでそれを支出しています。

次に、18節 備品購入費です。29万4,000円については、昨年2台新しく車を購入したの

ですがそれに無線機を取り付けた費用です。

以上で歳出の説明を終わります。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。歳出のみの説明です。皆さんから質疑を受け

ます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、以上を持ちまして総務課総務グループの審査を終了いたし

ます。

どうもお疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 11：37

再開 11：39
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（3）介護老人保健施設（11：40～）

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

時間を少々オーバーしていますが、木古内町介護老人保健施設事業会計に入らせていた

だきます。

始めに事務長のほうから職員の紹介も含めてよろしくお願いいたします。

大坂老健事務長。

大坂老健事務長 それでは、老健いさりびでの職員を紹介いたします。私の左隣が施設長

です。今回4月から異動で来ました木本です。

吉田委員長 それでは、説明は事務長のほうですね。大坂老健事務長。

大坂老健事務長 説明なのですけれども、歳出・歳入を分けて説明すればよろしいですか。

吉田委員長 皆さんよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 そのようにしてください。大坂老健事務長。

大坂老健事務長 平成23度木古内町介護老人保健施設事業会計決算についてご説明いた

します。

決算書、実績報告書の前に先に資料のほうから説明いたしますので、資料番号5 決算審

査特別委員会説明資料の94ページをお開き願いたいと思います。

施設職員構成一覧表でございまして、職員15名のうちリハビリ部門柔道整復師は病院職

員との兼務でございまして、臨時職員52名のうち常勤が30名、パート22名の67名で施設を

運営しております。

次に、95ページをお開き願います。

利用別内訳で、入所利用者は延人数で平成23年度2万7,098人で前年比987人の増でござい

ます。

短期入所利用者は、延人数で平成23年度154人で前年比83人の減でございます。

通所利用者は、延人数で平成23年度3,523人で前年比417人の増でございます。

収入にいきます。施設運営事業収益は平成23年度3億9,598万9,683円で、前年比1,648万

8,752円の増でございます。そのうち、施設介護料が前年比1,039万9,020円の増でございま

す。

収入総計4億400万2,672円から支出総計4億227万1,680円を差し引いた金額が最後に記載

されております損益経常損益173万992円が23年度の純利益になります。

次に、96ページをお開き願います。

木古内町介護老人保健施設運営状況を平成19年度から平成23年度まで記載しております

ので、ここの分については後ほどご参照願いたいと思います。

次に、97ページをお開き願います。

木古内町介護老人保健施設事業会計内部留保資金明細書を平成19年度から平成23年度ま

で5年間記載しています。

ここで、未処分利益剰余金の当年度純利益173万992円を減債積立金に40万円積み立てい

たしまして、翌年度に利益剰余金といたしまして412万8,601円が繰り越しされる形になっ

ております。
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次に、98ページから101ページまでにつきましては、利用者区分別状況を記載しています

ので、これは後ほどご参照願いたいというふうに思います。

説明資料につきましては以上でございます。

さっそく、木古内町介護老人保健施設事業会計決算につきましては、歳出から説明いた

します。

実績報告書3ページ、決算書1ページをお開き願います。よろしいですか。

1款 施設運営事業費用、1項 事業費用、1目 給与費、予算額 2億3,067万5,000円、

決算額 2億2,403万7,862円、執行率 97.1％です。

節 職員給与費では、114万8000円の執行残がございます。

節 賃金は、407万6,000円の執行残は、その中身は看護職員2名の産休及び育休取得によ

るものでございます。

節 法定福利費は、141万2,000円の執行残でございます。

2目 材料費、予算額2,705万9,000円、決算額2,633万8,708円、執行率97.3％です。

節 医薬品費は、入所者の増によりまして前年比74万2,000円の増でございます。

これは1日一人当たりの使用単価は、22年度621円に対し23年度625円でほぼ同じくらいで

ございます。

節 消耗備品費は、エアマット1枚、ベッドヘッドボード1枚、電子血圧計5台、掃除機5

台、シャワーいす2台、ホットアイスパック等を購入しております。なお、掃除機につきま

しては吸引ノーズルを付けましてサクションとして使用いたしております。この部分につ

きましては消防からダミー人形をお借りしまして使用講習会を開催しております。

3目 経費、予算額4,327万円、決算額4,198万8,025円、執行率97％です。

節 旅費交通費は、前年比15万3,000円の増になっています。

主なものとして、理学療法士の赴任旅費でございます。

次に、実績報告書の4ページをお開き願います。

節 消耗備品費は、ＰＨＳ電話機7台、非常用発電バッテリー2台、掃除機5台、システム

ロッカ1台、地デジチューナー38台、炊飯器等を購入しております。

節 車両費は前年比45万5,000円の増でございます。主なものとして、送迎車両3台分の

車検費用でございます。

節 光熱水費は、前年比261万4,000円の増です。そのうち、電気料金は26万3,000円の増

でございます。Ａ重油は使用量が前年比6,400ℓ増で、181万5,000円の増でございます。

節 負担金 297万8,191円は、リハビリ部門運営負担金といたしまして柔道整復師分24

9万8,191円と、栄養マネジメント歯科医師参加負担金といたしまして48万円の病院の負担

金でございます。

節 租税公課は、送迎車両3台分の重量税でございます。

次に、5ページをお開き願います。

4目 委託費、予算額3,638万2,000円、決算額 3,615万5,845円、執行率 99.4％でござ

います。

節 給食委託料は、前年比119万7,000円の増でございます。

5目 研修費、予算額108万円、決算額39万3,065円、執行率36.4％でございます。

節 旅費交通費は、予算額67万1,000円で執行率28.7％で、残といたしまして47万8,000
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円ございます。これは各種研修会の参加者数と節減によるものです。

6目 減価償却費、予算額5,213万円、決算額5,212万7,089円、執行率 100％でございま

す。

2項 事業外費用、1目 支払利息及び企業債取扱諸費、予算額2,184万6,000円、決算額

2,123万1,086円、執行率 97.2％です。

節 企業債利息、2,123万1,086円は、介護サービス事業債利息でございます。利息1,39

9万4,446円と過疎債利息723万6,640円でございます。

3項 特別損失、1目 特別損失、 予算額10万円、決算額 ゼロ円でございます。

4項 予備費、1目 予備費、予算額10万円、決算額ゼロ円です。

歳出については、以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

吉田委員長 ただいま歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。

佐藤委員。

佐藤委員 実績のほうの4ページ、一点だけ質問させていただきます。この負担金、リハビ

リ部門の負担金はどこに納まるものですか。

吉田委員長 大坂事務長。

大坂老健事務長 負担金につきましては、職員の部分で説明いたしましたように柔道整復

師が病院からの兼務発令でございまして、病院に払う部分でございます。その後の部分に

ついては、歯科の先生のマネージメントということで、施設の入所者を診てもらっている

ので、その負担金48万円、これは全部病院に払う部分の負担金でございます。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。

佐藤委員 はい。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 昨年の決算委員会の時もおそらく同様の話をどなたかの委員がおっしゃってい

たと思うのですが、中身よりも全体の決算書の作りかたなのですけれども、例えば支出の

ほうの施設運営事業費用、それぞれ比率項目が分かれて97、97、97、全体としては97で納

まっているように見えるのですが、全体の金額を見ると不用額1,037万円となっております。

こちらの決算書のほうに、この1項目の1,037万円が一括で載っている状況なのですけれど

も、もう少し施設の運営事業費用も非常に経費の部分についても多いわけですから、どの

部分が不用額がいくらなのかというようなもう少しわかりやすいような作りかたをしても

らったほうが我々も見やすいし、審査しやすいと思うのですがいかがでしょうか。

吉田委員長 大坂事務長。

大坂老健事務長 この部分につきましては一応様式が定められておりまして、この様式に

沿った中での決算実績報告書を作っております。

吉田委員長 平野委員、よろしいですか。

平野委員 この場ではいいです。

吉田委員長 ないようですので歳入に入りたいと思います。歳入のほうの説明を求めます。

大坂事務長。

大坂事務長 続きまして、歳入についてご説明いたします。

実績報告書1ページ、決算書1ページをそのままお開き願いたいと思います。

1款 施設運営事業収益、1項 事業収益、1目 施設介護料、予算額 3億984万7,000円、
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決算額 3億717万6,500円、収入率 99.1％でございます。

ここでは、節 介護報酬は、予算に対しまして約43万円の減でございます。これは、当

初入所者を平均介護度2.5と1日75人で積算いたしましたが、先ほどの説明の中にありまし

たように、平均介護度2.6と1日74.04人でしたので、この差額でございます。

節 利用者負担金は、介護報酬の1割分ですので、予算額に対しまして約6万円の減にな

っております。

節 特定入所者介護サービス費は、予算に対しまして約218万1,000円の減でございます。

2目 居宅介護料、予算額 4,131万8,000円、決算額 3,401万9,190円、収入率 82.3％

でございます。

節 介護報酬で、予算に対しまして約652万8,000円の減でございます。これは通所リハ

ビリテーションは平均介護度2.6と1日11.5人で積算いたしました。資料98ページに記載あ

りますように、ここでは平均介護度が2.0と平均人数が9.98人でしたのでその差額でござい

ます。

節 利用者負担金は、これは介護報酬の1割分ですので、予算額に対しまして約67万2,0

00円の減でございます。

3目 利用者等利用料、予算額 5,321万1,000円、決算額 5,436万7,443円、収入率 1

02.2％でございます。

節 施設利用料で、予算に対しまして約104万8,000円の増でございます。ここで主なも

のといたしまして、入所者居住費と食費、個人負担金といたしまして約109万円の増でござ

います。

また、洗濯機使用料は65万9,000円の増でございまして、日用品費につきましては75万6,

000円の減でございます。

節 居宅利用料で、予算に対しまして約11万6,000円の増でございます。主なものとして、

短期入所者個人負担金で15万3,000円の増と、通所者食費負担金で3万7,000円の減でござい

ます。

次に、実績報告書2ページをお開き願います。

4目 その他事業収益、予算額 41万2,000円、決算額 42万6,550円、収入率 103.5％

でございます。

2項 事業外収益、1目、受取利息、予算額 2万円、決算額、3万7,585円、収入率 187.

9％でございます。

2目 他会計負担金、予算額 383万5,000円、決算額 383万5,000円、 収入率 100％

でございます。これは過疎債利子償還分の一般会計負担金でございます。

3目 諸収入、予算額 398万5,000円、決算額 414万404円、収入率 103.9％でござい

ます。

決算書の収入、第1款 施設運営事業収益、決算額 4億400万2,672円から支出、第1款

施設運営事業費用、決算額 4億227万1,680円を差し引きました173万992円が純利益でござ

います。

続きまして、実績報告書6ページ、決算書2ページをお開き願います。

資本的収支決算でございます。

収入 1款 資本的収入、1項 他会計負担金、1目 他会計負担金、予算額 4,100万4,
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000円、決算額 4,100万4,000円、収入率 100％です。

これは、過疎債元金償還分の一般会計の負担金でございます。

支出 1款 資本的支出、1項 企業債償還金、1目 企業債償還金、予算額 1億59万8,

000円、決算額 1億59万7,322円、執行率 100％でございます。

これは、介護サービス事業債2,323万30円と過疎債7,736万7,292円の元金償還金でござい

まして、収入合計4,100万4,000円から支出合計1億59万7,322円を差し引きました不足額

5,959万3,322円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填しております。

続きまして、決算書3ページをお開き願います。

ここでは損益計算書です。ここでは、4の事業外費用の経常利益173万992円が当年度純利

益でございまして、続きまして、4ページをお開き願います。剰余金計算書です。

この表は、剰余金 利益剰余金 未処分利益剰余金の欄に記載されております、繰越利

益剰余金 279万7,609円と当年度純利益173万992円を加えました452万8,601円が当年度未

処分利益剰余金でございます。

続きまして、5ページをお開き願います。

剰余金処分計算書でございます。未処分利益剰余金当年度末残高452万8,601円を減債積

立金に40万円積み立ていたしまして、412万8,601円が繰越利益剰余金として翌年度へ繰り

越しされます。

続いて6ページをお開き願います。

貸借対照表でございます。

資産の部 1固定資産（1）有形固定資産では、建物等の減価償却が記載されております。

内訳につきましては、決算書12ページ（3）固定資産明細書で詳細に記載されています。

2.流動資産 （2）未収金 5,839万6,286円の内訳は実績報告書の7ページに記載されて

おります。

主なものとしては、3月分臨時職員賃金で、翌月払いによるものです。

続いて、7ページをお開き願います。

資本の部でございます。4.資本金（2）借入資本金、イ企業債、10億9,666万837円は未償

還残高で決算書10ページに企業債の概況の中で借入先毎に記載しております。後ほどご参

照願いたいと思います。

続いて、8ページをお開き願います。

3.事業報告（1）概況で 総括事項、議会議決事項、職員に関する事項が記載されおりま

す。後ほどご覧願いたいと思います。

続いて、9ページをお開き願います。

（2）業務で 業務量、事業収益及び事業費用に関する事項を23年度と22年度を比較して記

載しております。

続きまして、10ページをお開き願います。

4.財務諸表付属書類（1）収益費用明細書を10ページと11ページに、また（2）資本収支

明細書を12ページに記載しております。

続きまして、13ページをお開き願います。

企業債明細書が記載されています。後ほどご参照願います。

以上で歳入等の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
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吉田委員長 ただいま歳入等の説明がございました。質疑を受けます。

皆さんにお諮りをいたします、午前中で、それでは、竹田委員。

竹田委員 施設の入所については、相手もあるわけですけれども、当初、施設介護料の介

護報酬を見ても、当初75名見込んで23年度の平均が74.04、そして短期入所が前年から見れ

ばかなり減っているという状況なのですけれども、その辺の関係待機者との絡みの中でそ

ういう例えば施設の入所のこの数字だけを見れば、施設入所の余裕がちょっとあるのかな

というふうに見えるのですけれども、その辺その月によって病院に入院だとかいろいろな

家族との関係等がありますから一概に言えないのですけれども、主な要因というかそれが

マックスで74.04ではないと思うのですけれども。その辺施設の入所の余裕と待機の絡みの

中でのもし見解があれば、お答え願います。

吉田委員長 大坂事務長。

大坂事務長 入所者積算は75名、実績は74.04と。この分につきましては、入院者もござい

ます。だいたいこれがマックス的なものだというふうに思います。あとは、短期の部分も

その時によって利用者希望者がございまして、その希望者を断ったということで、それと

段々入所者の部分も年数が経って来ておりますので、手がかかる部分が非常に増えて来て

おります。その中で常に満床にできるかというと、職員の部分の対応でもちょっと無理が

かかって来ているのかなと思っております。以上でございます。

吉田委員長 待機者は。大坂事務長。

大坂事務長 待機者は、きょう現在で22名ございます。そのうち町内15名、町外7名この内

訳ですけれども、自宅待機者が一応10名、入院が9名、施設で3名というような内訳でござ

います。以上です。

吉田委員長 竹田委員、よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようですので介護老人保健施設の審査を終了いたします。

どうもお疲れ様でした。

午後1時まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 12：09

再開 12：59

（4）国保病院

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続き審査を開始します。

国保病院の皆さんどうもお疲れ様です。さっそく審査を始めたいと思います。病院事務

長のほうから概況のほうを説明していただき、そして数字のほうを担当主査にお願いしま

すので、よろしくお願いします。

病院事務長。

地本病院事務長 事務長の地本です。経営管理グループの平野主査です。経営管理グルー

プの羽沢主査です。総看護師長の岡山です。経営管理グループの尾坂主任です。医事グル
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ープの東出主査です。以上でございます。よろしくお願いします。

平成23年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算の概要を説明いたします。

平成22年9月から常勤医師4名体制の中で、今年度においては、入院は患者数及び収益が

微増でございましたが、平均病床利用率70％の達成は困難でありました。

一方で、外来は患者数及び収益は減少し、減少傾向に歯止めがかかっておりません。こ

のことは様々な要因が考えられますが、昨日可決されました地方公営企業法の全部適用で、

管理者が中心となり、病院運営の方針をしっかりと定めていくことが第一歩と考えており

ます。

費用については微増し、結果として23年度の損益は、約2億2,000万円の純損失を計上い

たしましたが、現金の支出が伴わない減価償却費と旧病院の財産移転に伴う臨時損失であ

り、資金ベースでは流動資産6,700万円の増となりました。

それでは、数字等については、平野主査を申し上げます。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 （13：02～13：20）経理担当平野です。私のほうから決算数値についてご説明

をさせていただきます。資料につきましては、国保病院の資料87ページからになります。

87ページにつきましては、それぞれの決算実績の節につきまして内訳を詳細に記載して

ありますので、後ほどお読み取りください。

それでは、88ページをお開きください。決算実績書につきましては、12ページになりま

す。私のほうからの説明につきましては、不用額の多かった節と前年対比に大きく変わっ

ている金額にして、おおよそ100万円を超える範囲で超えているものにつきご説明をさせて

いただきます。まず資料の2ページの上段であります。患者利用状況ですが、平成23年度は、

延べ入院患者数は2万2,700人前年対比315名です。1日あたりにつきましては62.0名前年対

比0.7名の増となっております。診療科目別の内訳につきましては、決算実績報告書の12ペ

ージでございます。一番上段が23年度の入院でありまして、診療科目別に見ますと外科が

3,340名増えております。整形外科、内科につきましては、それぞれ295、2,731と減少にな

っております。外科につきまして増員となっている要因につきましては、内科医師が消化

器系内科の医師が1名と循環器内科の医師が1名ということで、当院の疾患の多数を占めま

す消化器系疾患の患者を内科医が充足されていないということから外科医が対応したこと

により、内科医として見ていたものが、そのまま外科医が診ることになったということに

伴い、増加になっております。

一方町村別につきましては、主要の診療圏域であります木古内町と知内町で、ほぼ9割の

患者さんが占めております。増減数につきましては、木古内町については363名の減、知内

町については386名の増となっております。これについては、昨年度、22年度において国保

病院が改築により新しくなったということで増えたのですけれども、その分反動がきて若

干少なくなったのかなというふうに見込んでおります。以下、福島町等につきましては記

載のとおりであります。

続きまして、外来患者数については、平成23年度は4万884名であります。平成22年度対

比では、1,260名の減であります。1日あたりの換算でも152.6名と前年対比では5.3名の減

というふうになっております。診療科目別に見ても、常設外来であります外科、整形外科、

内科ともにそれぞれ減少しております。唯一増えているのは常設外来では歯科であります。
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こちらについては、ユニット数を増やしたことにより、1日あたりの患者数が医師が多く診

れるということもあり、昨年に引き続き増えております。また、出張外来では小児科、そ

して泌尿器が増えておりますが、常設外来の減少分をカバーできないということで総体的

にはマイナスになっております。一方、町村別に見ましても、木古内、知内町もいずれも

減少というようなことになっております。やはりこれは、新しい患者を確保しない限り患

者数は増えないという中、医師不足から24時間の救急外来を一部制限しているのもあり、

また一部の外来につきましては出張医で対応していると。水曜日の午前中、金曜日の午後

からはそれぞれ、東京からの先生や函館市内の開業医の先生に来ていただいておりますが、

なかなか患者が定着しないというようなこともあり、外来患者数が減少している要因とい

うふうに考えております。

続いて資料の89ページをお開きください。実績報告書は2ページになります。病院事業費

用につきましては、資料のほうでご説明いたしますが、平成23年度におけます給与費 1款

1項 1目でありますが、8億3,400万円の支出になっております。前年度対比では、416万8,

000円の増になっております。これは年度末における職員数は同じなのですが、昇給等があ

ったことにより前年度と比較して増えております。一方、予算の対比では、2,600万円ほど

の執行残ということになっております。これは、予算編成した段階で職員数を医師2名採用

するという見込みで計上させていただいておりますので、その分が執行残という形で給料

・手当それぞれで不用額として出ております。手当額につきましては、2,400万円の執行残

として残っております。2ページの決算実績書でありますが、報酬につきましては前年度は

当直医を水曜日医師が不足しているということで、札医大のほうから派遣していただいて

おりましたが、今年度については、当院で東京からの先生に来ていただけるということが

あり600万円ほど前年対比で減っております。賃金につきましては、予算対比では259万7,

000円減であります。こちらについても、補助看が1名充足されていないというようなこと

がありまして執行残として残っております。その下の退職給与金につきましては、こちら

のほうについても前年対比は350万円ほど減っております。これは昨年度、退職手当組合の

3年に一度の精算がありまして700万円ほどの支出がありましたので、それと対比し退職手

当の率は上がったのですけれども実質支出される額は少なくなったということでございま

す。

続きまして、2目の材料費は1億1,600万円の執行になっております。前年対比で3,251万

9,000円の減であります。実績報告書は、3ページとなりますので、3ページをお開きくださ

い。こちらのほうの前年度対比の減額分につきましては、昨年5月に新しい病院に移転する

前の4月一月間については、院内処方で対応しておりました。これにより、薬品費が当院で

負担していたというようなこともあり、今年度大きく減っております。また、予算に対し

ての執行残についても、薬品費・診療材料費をそれぞれ3,100万円に2,400万円あります。

これについては、予算編成段階で入院患者を70名に対し実績が62名と少なかった。また、

外来患者数についても、予算編成時で176名に対し152名と少なかったことに加え、それぞ

れの薬品単価また診療材料費の単価も少なかったことの要因もあり、大きく執行残として

残っております。

続いて3目の経費であります。3目の経費については、23年度決算額は、1億8,500万円、

前年対比913万4,000円の増であります。こちらについては、実績報告書で説明をさせてい
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ただきます。まず2段目の報償費であります。こちらは前年対比247万円ほど増えておりま

す。これの要因については、当直で来ていただいている東京の先生に対する医師の紹介報

償費ということで、260万円プラス消費税を支出しております。これが大きく増えた要因で

ございます。

続いて実績報告書の4ページをお開きください。上段の消耗品費でありますが、こちらに

ついては、前年度対比で710万円の減になっております。これは、やはり電子カルテオーダ

ーリングに移行したことによる紙ベースでの一般消耗品が少なくなったのとあわせて、22

年度については、改築に係る時計やくずかごなどのものも買ったこともありまして、大き

く減少になっております。一方、予算対比としましても、執行残として314万5,000円出て

おります。 これは当初予算段階で、電算機に係る消耗品が病棟で使うノートパソコンのバ

ッテリー等を1年単位で更新しなければならない可能性もあったことから、当初予算に計上

しましたが、毎日使っているノートパソコンであっても、1年以上使用することができたと

いうことで、執行残として大きく残っております。

続いて、一つ飛びまして光熱水費であります。こちらにつきましては、前年対比では全

く変わらない数字となっております。内訳としましては、電気料が97万円ほど増えたので

すがその分、水道・下水道料金が減り総体としては変わらない数字になっております。た

だ、予算対比においては、477万円ほどの執行残が出ております。これは、電気料が当初見

込んだ分よりかからなかったというようなことで執行残として残っております。燃料費に

つきましては前年と変わりません。また、予算対比としても変わっておりません。

続いて、二つ飛んで修繕費であります。修繕費については、前年対比で227万7,000円増

えております。これは、先ほどご説明しました資料の87ページに記載してありますので、

そちらのほうをお読み取りください。また、執行残として300万円ほど残っておりますけれ

ども、例年、医療機械器具に要する費用が出てくるのですが、今年度については予算計上

はしたものの、22年度において整備した備品も多く、故障等の発生が例年より極めて少な

かったということによる執行残でございます。続きまして、決算実績書の5ページをお開き

ください。通信運搬費です。こちらは執行残はありませんが、前年度と対比し、600万円ほ

ど少なくなっております。22年度におきましては、院内の引っ越しに係る費用が600万円ほ

ど発生しておりますので、その分が少なくなっております。

続きまして、委託料でございます。委託料については、前年対比で1,800万円増えており

ます。こちらについては、比較的大きな補修額が発生しますＣＴやレントゲン、こちらに

ついては、1年間については無償メンテナンスということでの契約になりますが、23年度か

らは通常のメンテナンス費用が発生するということで大きく費用が増こうしております。

予算計上に対する不用額については、1,250万円出ております。これにつきましては、患者

の減少が予算計上額よりも少なかったということで、給食費等が執行残として残っており

ます。経費については、以上のとおりでございます。

4目の減価償却費につきましては、1億2,892万5,000円前年対比1,816万8,000円増になっ

ております。こちらについては、繰り越しした事業がありまして、22年度で医療機械を購

入したことになっておりますので、こちらに伴う増ということで若干増えております。

5目の資産減耗費は45万2,000円、前年度は老健施設の一般会計の委譲に伴う資産減耗があ

りましたが、今年度はありませんでしたので大きく減っております。
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6目の研究研修費は369万円、前年度対比36万1,000円であります。

実績報告書は6ページになります。こちらについては、前年対比と比較して100万円単位

で大きく変わっているところはございません。医業費用総体では、12億6,958万6,000円で

ありまして、対前年比では資産減耗費が大きく減ったことから、1億6,175万4,000円の減と

なっております。

2項の医業外費用でございます。1目の支払利息は3,188万8,000円であります。前年対比

5万5,589円と遜色のない決算となっております。これは、22年度において改築事業に係わ

る企業債の借り入れが全て終了し、23年度以降については医療機器等の整備はあったもの

の大きな企業債の借り入れはなかったということで、前年度と変わらない支出になってお

ります。

2目、3目の繰延勘定償却費そして消費税関係の雑支出につきましても、ほぼ前年同様の

数字になっております。

続いて3項の特別損失、こちらのほうにつきましては、今年度は2目で臨時損失という項

目を新たに設けてあります。これにつきましては、旧病院の一般会計の委譲に伴う損失と

いうことで1億7,000万円全額を臨時損失という形で計上させていただいております。22年

度の支出の総額につきましては、14億9,336万円と前年度と比較すると700万円ほど支出が

増こうになっております。

以上が収益的収支の支出でございます。続いて収入のほうに入っていいですか。

吉田委員長 いったん質疑を受けます。又地委員。

又地委員 実績報告書の数字と決算書の数字が合わないのです。これはなぜですか。

吉田委員長 説明をお願いします。平野主査。

平野主査 公営企業法全てにおいてそうなのですけれども、決算書につきましては、地方

公営企業の規則に基づいて税抜き処理で決算書を処理させていただいております。ですの

で、決算書については税抜き処理なのですけれども、実績報告書につきましては全てを税

込みで処理させていただいておりますので、決算書と実績報告書を対比した場合若干の誤

差が出るということで、ご理解していただきたいと思います。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 あなたはそう言いますけれども、例えば同じ数字のところがあります。ですか

ら、そういうのをきちんと説明しなければだめです。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 税金を抜くものと抜かないものがそれぞれ処理上ありますので、それに基づき

まして処理している関係上、一部の科目については又地委員さんがおっしゃられるとおり

実績報告書と数字が同じものもありますし、数字が異なるものもありますので、決算書と

実績報告書を照らし合わせて、そうしましたらご説明をさせていただきたいと思います。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 税云々といいますが、全部一律ですか。税率は一律ですか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 105％で5％です。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 そういうことを言わなければだめです。あなた一人がわかってもだめなのです。
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例えば年間消費税率の5％だとかはっきり言うのであればわかります。ですが、誰もわから

ないのです。わかっている人もいるかもしれませんが、あなた自身がわかっていてもだめ

なのです。聞いている人がわからなければ。

吉田委員長 いまの件につきましてはもう一度ですか。その部分説明できますか。

平野主査。

平野主査 それでは、実績報告書と決算書を対比する中でご説明いたします。決算書につ

きまして13ページをお開きください。実績報告書は2ページになります。まず、給与費でご

ざいますが、給与費関係で税を抜くものについては、手当の通勤手当でありますので、給

与費については手当のみ数字が異なることになります。実績報告書では、手当が1億9,784

万1,828円に対しまして、実績報告書では1億9,791万5,595円になります。これは通勤手当

の実績報告書を154万9,100円、これが税を抜くのには1.05で割り返します。そうした数字

を決算実績書に反映させることから、決算書のほうの数字が若干少なくなることになりま

す。同じ処理方法で、それぞれ1.05で割返して処理していきます。材料費につきましては

薬品費、診療材料費、医療消耗備品費全てが税を抜くことになります。経費につきまして

も同じく全て税を抜いて処理しております。

続いて、実績報告書の6ページと決算書の14ページをお開きください。減価償却費につき

ましては税はかかりませんので、決算書と実績報告書の数値については同じになっており

ます。同じく、資産減耗費につきましても同じ数字になっております。6目 研究研修費に

ついては税を抜きますので、同じようにそれぞれの研究材料費等を含めまして税抜き処理

をしておりますので1.05で割返して処理をしております。医業外費用については、支払利

息は税は抜きません。同じく繰り延べ勘定も税は引きません。ですので、ただいま説明さ

せていただいたとおり、給与費においては通勤手当を税抜き処理をしております。あと、

材料費、経費につきましては全ての項目で税抜き処理をしており、医業費用で税抜き処理

をしないのは減価償却費、資産減耗費になります。以上でございます。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 資料の87ページ消費税のところで、いま説明受けた例えば決算書と実績報告書

の中で、実績報告書は5％掛けた部分。それからいくと、払うべき消費税というのは随分少

ないように感じるのですが、そうでないのですか。例えば5％というのは、実績報告書の中

で全部5％、決算書より5％掛けた分でしょう。それの金額といったらかなりの金額になる

と思うのです。その計算からいくと、87ページの消費税の部分の支払い部分あるでしょう。

消費税及び地方消費税合計税額、例えばこれはトータルで198万350円ですか。これが随分

少ないように感じるのですが。消費税というのは預かり消費税でしょう。預かり分ですよ

ね。そうしたら、いま言った説明した全部5％掛けた実績のほうのトータルの5％の総額と

いうのはいくらですか。5千いくらというのは課税標準額これはトータルではないですよね。

これに対しての4％とずっと下に来ると1％あるのですか。

これのちょっと関係を説明してくれませんか。

吉田委員長 又地委員、3回目の質問ということでよろしいですか。

又地委員 3回も何も関係ないでしょう。

吉田委員長 いいですか。平野主査。

平野主査 まずは、5％を費用のほうで全てまとめた数字につきましては、決算書の14ペー
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ジをご覧ください。これの消費税関係雑支出という項目がございますので、これが収益的

収支における費用において消費税をまとめた数字になります。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 消費税関係雑支出、1,473万円ですか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 そして、又地委員さんお尋ねの消費税の計算の方法につきましては、ちょっと

お待ちください。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 13：29

再開 13：35

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

平野主査。

平野主査 今回87ページの資料でお示ししている消費税の計算につきましては、税務署の

ほうに申告する際の申告書に基づいて記載をさせていただいております。この申告書に至

るまで消費税の資本的収支の調整や控除対象外消費税の処理など多岐に渡る計算がござい

ますので、この資料を基に説明をしてご理解していただくのは非常に厳しいものがあると

思いますので、改めてここのほうの再度詳細な資料を作成して委員の皆さんのほうに配布

をして対応させていただきたいと思います。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。又地委員。

又地委員 その資料はすぐ出るのですか。

吉田委員長 いつ出ますか、その資料は。平野主査。

平野主査 本日中にお持ちします。

吉田委員長 又地委員、資料が出たらまた質疑しますか。又地委員。

又地委員 皆さんに諮ってください。

吉田委員長 いま資料請求がありました点につきましては、本日中に病院の会議が終わっ

てしまいます。戻ったら時間的にないのです。

暫時、休憩をいたします。

休憩 13：37

再開 13：39

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま質問にありました資料ができるまで、この件につきましては保留をといたしま

す。それで審査を継続したいと思います。

ほかにございませんか。

竹田委員。

竹田委員 いま、同僚議員の質問した、例えば実績報告と決算書が税込みと税抜き処理を

しているという部分で数字の突合がなかなか審査する中では見えづらいと。ですから、差
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し引きの中で消費税が加わって税込みの額になりますよというふうになれば一目見えるの

ですが、単純にはいかないというそういういまの説明ですから。ただ、先ほど休憩の中で

事務長も以前からこういう形を取っていたというのですが、例えば老健なんかは実績も決

算も税込みで作っているとそういう形です。先ほど休憩の中でも事務長も選択肢でできる

のだということで、病院はずっと税込み、税抜き処理で。当然、決算処理をすると損益の

中では税込み税抜きが出てくるので、あとは税処理するといいわけなのですが、これは、

やはりどちらかと言えば町全体として、病院が取っている税込みと税抜きがだめだという

ことではなくて、かたや同じ企業会計でも片方は込み込みでやっている。片方は抜きと込

みとバラバラだ、数字の突合がつけづらいというこの部分は、やはり庁舎内の中で今回は

こういう整理をして作ってきているわけですけれども、やはり統一したほうがいいのかな

という気がします。その辺の部分で見解をお願いします。

吉田委員長 病院事務長。

地本病院事務長 公営企業法の主旨からすると、税抜きで決算書は作るべきだと思います。

それは、消費税を払うという簡易課税業者ですから、老健は消費税を払わない非課税業者

です。そういう観点から、おそらく決算実績報告書も突合してもなんら影響がない。病院

の場合は課税業者でございますから消費税を払う、消費税を払うためには決算書に基づい

て計算されていきますから税込みの決算ではだめです。税を抜いた金額で消費税を出して

きますから、公営企業法の財務規則上は、きちんと税抜きでやって消費税を別枠で出して

消費税を払うものを出していくこれルールです。これは、公営企業法の改正が平成26年で

全面改正されます、法律で。その時にも一般企業に準じて来たような形で公営企業法が改

正されてきます。明確に一般企業並みになります。そうすると、きちんと税抜きでしてい

かないと処理が大変なことになります。したがって老健は老健でありますけれども、病院

はこういうふうな形で税抜きで処理していくといくということになります。

吉田委員長 竹田委員、よろしいですか。それでは、次に、ほかにございませんか。

東出委員。

東出委員 決算書の9ページ、いろいろと前段に事務長が1年間のトータルで話されてきた

のですけれども、1日平均の入院患者数なのですが、ちょっと病院を見ますと、長期日数的

に長期的に入院している人が結構多いなということなので、その平均62名の中で占めてい

る長期入院となると3か月以上ですか。その比率を把握していればお知らせ願いたいと思い

ます。

吉田委員長 地本病院事務長。

地本病院事務長 62.6％という病床利用率となっていますけれども、おそらくこれで言う

と62名前後だと、99床に対してですから。いまの段階で22、3名、平均して22、3名がいわ

ゆる90日以上の入院患者が入っています。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 実際、市内の病院とかに行くと、外科的なものであれば1週間か10日で出されて

しまうと。それなら、当町からも転院をして函館市内の病院である程度手術が終わった。

例えば、それから脳梗塞とかあれば一定程度落ち着いてしまったと。そうすると、もう帰

してしまうわけですよね。それというのは病院経営を考えた中で私はやっていると思うの

です。ということは、長く入院されると診療点数ががんがんがんがん下がっていく。そう
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いうようなことで、地本事務長の話からすると62人のうち22、3人だから3分の1強がうちの

病院とすれば診療入院点数は下がるけれどもおいておかざるを得ないという現状だと思う

のです。ですから、それでも空きベットを並べておくよりはいいからこういう状況を取っ

ているのでしょうけれども、これは一つに田舎の病院だからやむを得ないかもしれないけ

れども、経営面からいくとこれはちょっと何とかしたいなという部分はあると思うのです

けれども。それはそれとしながらも、事務長の考えの中でおそらくドクターと話はしてい

ると思うのですけれども、なかなかその病院、病院と渡り歩くわけにはいかないのですよ

ね。なかなかないのです、探しても。ですから、やはりこれはこれとして、やむを得ざる

を得ないと思って経営を進めているのか、その辺の見解はどのようになっていますか。

吉田委員長 病院事務長。

地本病院事務長 非常に難しい選択肢でございまして、やはり一般的に昔言われた社会的

入院というふうな言葉で表現する場合もありますけれども、問題は経営だけを考えたとき

に10対1という看護体制を維持するためには、在院日数は21未満にならなければならない。

現在も10対1を確保しています。でも22、3名入れますけれども、なぜ10対1をカバーできる

かというと、短期の検査入院とかそういうのでカバーしているけれども、基本的には大き

な総合病院のように2週間以内でベットを回転するのが非常に効率が良いです。一方で木古

内の病院の使命感、役割とすると在宅にシフトしていくことが望ましいのですけれども、

在宅にシフトする上で老老介護あるいは、独居等々の問題、施設にもなかなか入れないと

いう問題がいわゆる社会的問題、ここが大きな壁になっていて、この壁をどう当町の医療

圏の中でこれをどのように課題を整理していくかということは今後の大きな課題で、いま

国が求めているとこは在宅シフトですから、その在宅シフトに見込んで包括的なケアと管

理者がきまして医療・福祉と保健、一緒になってこの在宅に向けた環境整備というかどう

支援していくか、病院が。ここに大きな取り組みが必要だというふうに思っています。当

面は、やはりこの地域においては経営ともう一方で任務としていかなければならないとい

うのはあります。表裏一体だと思います。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 その辺は、本当にこれは痛し痒しの部分があるので、ですから経営全体から見

れば決して事務長が言うようにいいわけではないのですが、医療と福祉とこれを考えた場

合には、当町の病院は事務長だからはっきり言わないけれども、これは我々としても一つ

の捉えかたとして診療点数が多少下がっても、これはやむを得ないだろうというふうに認

識しているのです。それで、その辺で事務長の考えかたもわかりましたので、ちょっとこ

こで総師長も来ておりますのでお伺いしたいと思います。それでは、延命治療、これにつ

いてどう考えているのかな。ということは、例えば国保病院に入院してもどこの病院に入

院してもそうなのですけれども、身元保証人なりいろいろなものを看護師さんと入院する

人の付き添っている人とのやりとりがあるのですが、その中に万一の場合を考えて第一通

報者、第二通報者、第三通報者、第一というのはその患者さんと同居しているものとの一

番先に優先電話が来たり、状況が変化すればこれをあれするのですが、当町の場合、延命

治療についてはどう考えているのですか。

吉田委員長 岡山総看護師長。

岡山総看護師長 延命治療についてというご質問なのですけれども、延命治療については、
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一応ドクターのほうで、まずは来た時の状況について患者さんのご家族ですよね、そうい

う状況であれば、その中で例として呼吸器などを付けて延命治療を希望されるのかという

ことで、まずはご家族に判断を求めています。その中で、ご家族が「全ていま木古内でで

きる延命治療について全てやって欲しい」というご希望があれば、もちろんご希望に添う

ように治療をさせていただきますし、家族のかたによっては「高齢でもあるし、あまりい

ろいろな管を付けて苦しめさせるようなことはして欲しくない」というご家族もいらっし

ゃいますので、そこはドクターとご家族の話し合いの中で選択をさせていただいていると

いう形にはなると思いますので、医療者側が、「まだもう少しやってもいいのではないか

な」とそういうふうに思っても、やはりご家族の一応判断ということはありますので、ケ

ースバイケースという形になるかとは思いますけれども。よろしいでしょうか。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 大変申し訳ありません。決算に直接関係がなかったのですが。一つにはやはり

こういう例があったのです、実際。延命という言いかたがちょっとあれだったのですが。

最後までどうしてもその患者を看取りたいという時に、近間にいる人であれば来るまでお

医者さんが人工呼吸器をつけたりなんなりして、来るまで最後の水をさしてあげようとい

うことを看護師さんたちとやりとりの中であるのですけれども、それがなされなかった場

合もあったので、それについては患者さんと患者の家族とやはりその辺はきちんと連携を

取っていただきたいというのは、おそらく要望でとどめますけれども一つそういうことで

お願いしたいと思います。直接決算審査に関係がなかったので委員長、大変申し訳ありま

せん。

吉田委員長 ほかにございませんか。

竹田委員。

竹田委員 病院事業の監査委員さんの審査所見でも出ていたのですが、未収金のこと、こ

れは資料からすると。

（「収入は次」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、次に収入に入ってよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 収入の説明を求めます。平野主査。

平野主査 それでは、収入のほうをご説明させていただきます。説明資料は88ページにな

ります。実績報告書については、1ページをお開きください。

1款 病院事業収益、1項 医業収益、1目の入院収益につきましては、6億1,011万9,000

円でございます。前年対比756万1,000円増になっております。こちらにつきましては、上

段に記載してあるとおり患者が前年対比で増減率で1.4％増えております。これに伴い、収

益のほうにつきましてもほぼ同数であります1.3％増えたということで、単価もほぼ昨年と

比較して41円と変わらないことから、患者数がそのまま収益につながったというところで

ございます。

2目の外来収益は、3億371万9,000円前年対比が2,089万5,000円の減でございます。こち

らについての増減率は、6.4％と外来患者数の減少率である3％を大きく上回っております。

こちらの要因につきましては、患者数の減数プラス昨年は一月分院内処方だった分の薬品

に係る収益の減がございます。あわせて、実績報告書に記載しております外来一人当たり
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収益の試算のうち居宅療養管理指導料、在宅訪問診療収入、みなし訪問看護収入というそ

れぞれ三つの項目がございますが、これがいずれも前年度を下回っているというところで

ございます。特に、在宅訪問の診療収入が前年度1,700万円ぐらいあったのが、今年度は9,

800万円と約760万円少なくなっております。これも医師が少ない中で、なかなか訪問に出

かけていけないということでございますので、今後医師を確保する中で徐々に増やして行

ければというふうに考えております。3目その他医業収益は3,132万9,000円、前年対比3.1

％の増でございます。実績報告書1ページでそれぞれ節が記載してありますが、室料差額収

益が230万円とこちらについては、新しい病院になり部屋も綺麗になって、個室を利用され

る患者さんが増えたということで、前年度より100万円大きく増えております。この影響が

ありまして、その他医業収益については、若干の増となっております。

4目他会計負担金は1億2,191万8,000円こちらについては、後ほど繰入金のところでご説

明をさせていただきます。

2項の医業外収益は1目受取利息配当金35万2,000円であります。前年度の対比で25万1,0

00円の増であります。こちらは新たに定期預金へ積んでおりまして、1億円の0.3％3本のほ

うでの利息収入というところでございます。

2目、3目の他会計補助金・負担金につきましては、後ほどの資料でご説明いたします。

4目の他会計患者ほか給食収益につきましては、101万7,000円前年度3万5,000円の減であ

ります。こちらのほうについては、患者ほか給食ということで職員や実習に入ってくるリ

ハビリの学生さんなどが利用した給食の実費分ということになります。

5目のその他医業外収益1,478万1,000円、前年対比757万8,000円であります。こちらの大

きな要因につきましては、実績報告書の1ページに記載してあります節のその他医業外収益

であります上から二つ目リハビリ部門の運営負担金というところで、今年度は249万8,000

円の数字でございますが、これは、病院部門における理学療法士の兼務発令している職員

の老健からの収入分でございます。今年度は柔道整復師の30％だったのですが、前年度は

兼務職員の50％ということで、957万9,000円あったのが250万円と少なくなったというよう

な要因で、その分700万円ほど少なくなっております。

6目の補助金は、428万8,000円こちらは国からの補助金でありまして医師確保対策事業に

かかる費用の3分の2、そして救急患者の受け入れ体制にかかる費用の3分の2ということで

補助金を受けております。

7目の負担金交付金206万4,000円は前年対比5,000円の増でありますが、渡島医師会から

の交付金であります土曜日の救急患者受け入れに要する費用の4,500円×51日分、そして毎

日の救急患者受け入れに対する費用ということで、5,000円分が収入として受け入れており

ます。収入合計は12億7,427万8,662円でありまして、説明資料の3ページの一番下にありま

す当期の純利益につきましては△でございますので、損失ということで2億1,908万2,000円

の実質の赤字ということになっております。

交付税に伴う繰り入れにつきましては、説明資料の91ページをお開きください。

一般会計からの繰り入れにつきましては、交付税措置相当額について病院事業に繰り出

しをしていただけるという約束のもと繰り入れをしております。企業債利子に要する費用

から10番までの児童手当及び子ども手当に要する費用につきましては、これは実質繰り入

れ基準に要するものということで交付税相当額の繰り入れでございます。これに23年度に
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つきましては前年度に引き続き地域医療対策補助金ということで、出張外来等にかかる費

用が一般会計で補助金として過疎ソフト債を適用して繰り出しするということで23年度に

ついて4,320万円基準外の繰り入れを受けております。3条では3億660万6,000円の繰り入れ

を受けております。前年度対比626万9,000円の増となっておりまして、交付税の内訳につ

きましては、翌92ページに記載してあるとおり2億9,213万7,000円となっており、後ほど説

明させていただきます資本勘定とあわせますと、実質一般会計の繰り出し額は4,320万とい

うこところで、過疎ソフト分が実質の一般会計からの基準外繰り入れというところになっ

ております。内部留保資金につきましては4条の絡みもありますので、改めたほうがよろし

いですか。

吉田委員長 よろしいですか。

（「一緒に」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 一緒にお願いします。

平野主査 93ページにつきましては、内部留保資金の明細書を平成17年度から記載してご

ざいます。中断より下に内部留保資金等合計額というのがございます。23年度における内

部留保資金は、9億3,531万3,000円と本年度における決算は大きな赤字だったのですけれど

も、冒頭事務長のほうからご説明がありましたとおり、現金支出を伴わない減価償却費並

びに臨時損失ということもありまして、実質の資金ベースでは前年度より多く2億4,000万

円程度増えているというような決算になっております。

続いて、決算実績報告書の8ページをご覧ください。8ページにつきましては、年度末に

おける未収金の明細であります。保険者の診療報酬分が、1億5,981万1,000円あります。こ

れは、2月・3月分の保険者からの診療報酬分ということで、例年どおり2か月分計上させて

いただいております。被保険者一部負担金ということは、患者さんが自己負担する分が1,

046万7,505円という数字でございます。ただ、これが全て収入が滞っているような未収金

ではありませんので、請求書の発行後、日数が経っていないものもございますし、ひと月

遅れてお支払いになる患者さんもおりますので、1,000万円というような大きな数字になっ

ていることを申し付けさせていただきます。あと、補助金関係で先ほどご説明した救急患

者受け入れ体制支援事業医師確保支援事業の362万8,000円と660万円が国保の特別会計より

未収金としてなっております。また、これは4条のほうの医療機器に係る補助金なのでけれ

ども84万6,000円も未収金、そして賃金に係る諸収入をあわせまして、1億7,541万9,107円

が未収金になっております。診療報酬の内訳につきましては、9ページについております。

また、保険者に係わる未収金は10ページにそれぞれ記載しております。また、11ページに

ついては、未払金を記載しております。3月分の臨時職員の賃金から、そして薬品材料費に

つきましてはひと月遅れでの支払いということでやっておりますので、合計で3,799万6,0

00円の未払いが発生しており、それぞれ貸借対照表に記載してあるとおりでございます。

以上です。

吉田委員長 説明が終わりました。質疑をお受けいたします。

竹田委員。

竹田委員 実績報告の1ページ、病院の見解として答弁願いたいのですけれど、ここに当事

者もおりますから何かちょっと聞きづらいのですけれども、売店使用料37万8,000円、そし

て売店の電気料36万7,000円という。これは新しい病院になる、移行する段階で旧病院の売
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店の議論も委員会だったかどこかで議論した経過があると思うのです。それで、売店の使

用料も値下げというか、減額した経緯も確かあったと。その時点で事務長が、「病院には

売店が必要だ」とそういう言いかたをしました。それであれば安くして、やはり地元の業

者であればどちらもいいという、そういう形になればいいのかなと思っています。ただ、

やはりここに本人、当事者がいますから当事者がこれでいいのなんてちょっと確認ができ

ないのですが、ただ、病院運営の中で売店が必要だということであれば、電気代だとか36

万ぐらいかかるわけですから、もっとこの売店の敷地の使用料、値下げしてもいいのでは

ないだろうか。そして、片方では内部留保資金がやはり前年比の中で、これはいろいろな

ルールの中で出て来ている財源ですから、別なのですけれども9億いくらもあって、あとで

このことはいま特に即答は求めないのですけれども、売店の管理する業者さんと十分な話

し合いをして、やはり使用料の値下げ等についても検討いただきたいという一つの要望で

す。売店に行って見てわかるのですけれども、バイトさん使っているわけで、これに人件

費がかかっているといったら単純に100万円以上かかっている。あそこの売店で100万円売

上、例えばそれ以上の利益を出さないと出来ないということに単純計算すればなるのかな

と思っての質問です。

それともう一点未収金、確かに先ほど平野主査の説明で未収金が1,000万円というその響

きからすれば、「えっ」という感じ。実質はここに記載のとおり、実質は800いくらの未収

金で、現在まではどうなのかという部分は今後の事務調査の中で確認したいと思いますが、

ただ、単純に外来の未収金の448件、これは先ほどの説明からすれば、もっと件数は落ちて

いると思っています。ものすごい件数のように見えるのでけれども、なぜ400件もの一部負

担の未収が出たのか、窓口での。それと確か未収金対策としての徴収員、確かおりますよ

ね。毎月徴収しているようですから、その成果を含めて、やはり数字の響きからすれば未

収金が1,000万円あるということがはたしてどうなのか。会計のところに、会計の責任者を

びしっと張りつけて、「お金を払わないと帰さない」というくらいのそういう形にならな

いと、それがどんどん増えてくるのかなと。一方では、内部留保資金がどんどん増えて来

ますから病院の内情はいいにしても、やはりこういう未収金の部分というのは、病院ばか

りではなくて全ての会計の中でこれからも段々厳しくなるのかなというふうに思いますか

ら、この特に未収金に対する対策等がもしあればお聞かせください。

吉田委員長 いまの質問について、23年度決算ですので、前段の質問も含めながら10月1日

から病院の体制が変わりますから、その時に未収金の扱いができればどうなるのか。多分、

売店に関しても管理者が変わりますので、この辺がどのようになるのか含めて答弁をお願

いいたします。

平野主査。

平野主査 売店のほうは事務長のほうから回答をいたします。私のほうから未収金につい

てご説明申し上げます。私の説明不足からだったのですが、年度末における未収金につい

ては1,000万円ありまして、そのうち23年度が537万3,000円ということで、これが滞納分の

未収金ということではございませんので、末で伝票を切って翌月に支払いをされるかたも

多数いらっしゃいますので、その分が制度上3月31日で区切りを付けて整理するものですか

ら、当年度については、毎年多額の未収金が発生しているというようなことでご理解くだ

さい。それできょう現在におけます未収金につきましては、竹田委員さんがお尋ねの537万
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3,000円が多すぎるというところの23年度の未収金については54万9,000円ということで、

480万円くらい収入になっているところでございます。ただ、これを含めたとしても、過年

度分の未収金が530万円ありますので、日々何とかして未収金の解消に努めていきたいとい

うところで、いろいろな対策を講じて来たところでございます。未収金の収納は、平成23

年度までは竹田委員さんがおっしゃるとおり委託職員を契約しまして、そのかたに月末等

について集金に伺っていただいていたところでございます。しかし、22年度、23年度を見

て見ますと大口の滞納者が実際おりまして、そのかたが100万円を超える数字を持っている

かたもいらっしゃると。このかたについても丸々支払っていないというわけではなく、毎

月3,000円とか5,000円とか年金の中から払っていただいているのですが、なかなか未収金

が解消に至らないというようなケースもある次第であります。また、病院として23年度に

おいて講じて来た方策につきましては、夜間救急外来等において、町外の患者さんが利用

されるとそのまま医療費を支払わないて地元に戻って音信不通になるというケースもあり

ましたので、ことしの1月から木古内、知内、福島の診療圏域以外から救急外来でいらっし

ゃる患者さんについては、保険証の提示があれば5,000円、保険証の提示がなければ1万円

という規定を設けて対応させていただいているところでございます。例年未収金について

は、毎年530万円前後という形で増えもしない減りもしないというような数字でありますが、

今後新たな方策を講じるなどをして、なるべく少なくなるように扱っていきたいと考えて

おります。

吉田委員長 病院事務長。

地本病院事務長 竹田議員さんからの要望ということなのですけれども、平成22年の新し

い病院の開業以来、セラーズの平野さんからは大変感謝をいただいております。電気料は

かなり冷蔵するものがあるので相当あると認識をしております。いままで、この2年間以上

経って平野さんからは具体的に経営の話を聞いていないのですけれども、ここは病院とし

て売店というのは大きな位置づけがありますので、要望は要望として受け止めておきたい

と思います。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、資本勘定、平野主査。

平野主査 続きまして、資本勘定についてご説明させていただきます。

資料につきましては90ページであります。

実績報告書については、7ページであります。こちらのほうについては、収入・支出一括

でご説明させていただきますので、資本的収入からご説明をいたします。

1款 資本的収入、1項 企業債、1目 企業債については、290万円であります。本年度

整備した医療機器に対しまして病院事業債そして過疎債を、それぞれ過疎に140万、病院事

業債150万円の借り入れをしているところでございます。

2項 他会計負担金、1目 他会計負担金は2,873万1,000円であります。これは繰り入れ

基準に基づきます企業債の元金償還にかかる分、そして建設改良の2分の1というルールに

基づき収入している数字でございます。

3項 国庫補助金、1目 国庫補助金は169万2,000円でございます。これは、建設改良と

して医療機器で整備したその3分の2が国庫補助金ということで交付されますので、その数
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字を記載しております。

4項 看護師奨学資金貸付金返還金 1目同じく返還金72万円。これは、当病院の奨学資

金を借りて看護学校に在学しておりましたかたが、都合により1年を持って退学するという

ことで正看護師の資格の取得が困難になったということで、その1年分全額を返金していた

だいております。

5項 道費補助金 1目道費補助金については、先ほど説明した医療機器にかかる3分の1

の残りの2分の1であります6分の1を道が補助する額でございますので、84万6,000円補助金

として交付を受けております。

資本的収入合計につきましては3,488万9,000円であります。一方、資本的支出のほうは

1款資本的支出、1項 建設改良費、1目有形固定資産購入費は1,095万3,600円であります。

整備した医療機器につきましては7ページの実績報告書に記載してありますとおり、工事請

負費としてまず415万8,000円ございます。これは、医師住宅の周辺の舗装工事と医師住宅

に隣接して設置してある車庫を3棟整備してあります。車庫につきましては、医師住宅を平

成15年度に整備した際に使える車庫については、使用するということで、旧医師住宅の施

設から移設したものがありまして、そちらが経年劣化等により雨漏りもひどいということ

で3棟新しくしております。

そして、機械器具備品購入費としましてエアー式骨手術システム、そして高周波手術シ

ステムをそれぞれ手術室、内視鏡室に整備してあります。また、リハビリ用品としてフラ

ットホームとエアロバイクを導入しております。

2項の企業債償還金 1目企業債償還金につきましては、起債の元金償還にかかるもので

5,134万4,279円であります。23年度より改築にかかる費用の一部の償還が始まっておりま

すので、今後は償還金が徐々に増えていく予定でございます。

3項の看護師奨学金貸付金、1目 看護師奨学金貸付金については、216万円であります。

本年度23年度においては当院の准看護師2名と新たに高卒の新採のかたが1名本制度を利用

して、正看護師の資格に向けて学校に通学しているところでございます。資本的収入に対

し支出が不足する額の2,956万8,879円につきましては損益勘定資金で補填しております。

以上です。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなのでこれで終わります。

次に移る前に10分間35分まで、休憩いたします。

休憩14:22

再開14:35

（5）教育委員会

給食センター

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

教育委員会の皆さんお疲れ様です。

さっそく審査に入りたいと思います。
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入る前に生涯学習課長のほうから挨拶、職員の紹介も兼ねまして、よろしくお願いいた

します。佐藤生涯学習課長。

佐藤生涯学習課長 よろしくお願いいたします。その前に大変急な話で申し訳ございませ

んが、きょう気づいたところがありまして、資料の不備なところが85ページと86ページち

ょっと数字が間違っていたものがありましたので、大変急な話で申し訳ございませんけれ

ども、差し替えを持ってきましたので、よろしくお願いいたします。

吉田委員長 お諮りをいたします。ただいま生涯学習課長のほうから資料の数字の間違い

から差し替えが出ていますので、これを認めたいと思いますがいかがですか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、資料が差し替えになるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 14:37

再開 14:39

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

さっそく審査に入ります。最初に、佐藤生涯学習課長。

佐藤生涯学習課長 私のほうからまず、平成23年度の主な事業の概略を説明させていただ

きたいと思います。まず、いずれも22年度の補正による繰り越し事業でございます。

一つ目は地域活性化きめ細やかな臨時交付金事業ということで、木古内小学校の老朽化

した遊具を交替しまして設置してございます。1,071万円です。

二つ目としまして、これも交付金事業で22年の補正予算でございます。22年度からの繰

り越し事業でございます。住民生活に光をそそぐ交付金事業ということで、これは4本あり

ます。そのうち三つは図書購入事業でございますけれども、一つは小学校の図書購入、そ

れから中学校の図書購入、それから中央公民館の図書室の図書購入と図書購入が3本ござい

ます。それから、中央公民館の屋上の防水改修工事、これが1本ございます。この光をそそ

ぐ交付金事業では、合計1,726万6,000円の事業費を使ってございます。

それから、もう一つあります。これは商工労働のほうの事業なのですけれども、緊急雇

用の創出推進事業ということで、一つは学校教育事業の事務補助員設置事業ということで、

簡単に言えば鶴岡小学校の校区のスクールバスの運転業務、それから、公民館等の施設の

清掃等の業務に携わる作業員といいますか運転手1名の事業費でございます。

それから、もう一つは同じく緊急雇用創出推進事業ですが、文化財整理振興事業という

ことで文化財の整理事務所でいろいろこれまで収集しました文化財の清掃だとか洗浄、注

記登録等の作業をする作業員1名雇用してございます。この二つの緊急雇用事業で322万1,

700円の事業費を使ってございます。

以上が例年とはちょっと違う主な事業で、私のほうから説明させていただきました。あ

とは、それぞれの担当のほうから説明いたします。よろしくお願いいたします。

吉田委員長 学校教育ですね。西山主査のほうからよろしくお願いいたします。

西山主査。

西山（隆）主査 生涯学習課学校教育グループの西山隆子です。どうぞよろしくお願いいた

します。
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私のほうから、平成23年度の学校教育所管の決算についてご説明いたします。

それでは、歳出から説明いたします。

決算書46ページ、実績報告書49ページをお開きください。

10款 教育費、1項 教育総務費、1目 教育委員会費について説明いたします。予算額

86万7,000円、決算額86万4,352円、執行率は99.7％でございます。ここでは、特に不用額

はございません。

同じく、決算書47ページ、実績報告書49ページをお開きください。

2目 事務局費について説明いたします。予算額1,427万8,000円、決算額1,385万7,882円、

執行率は97.1％です。

同じく決算書47ページ、実績報告書50ページ、13節 委託料で学力学習状況調査分析業

務委託料がゼロとなっております。これにつきまして道費で支出しております。

25節 積立金 361万8,000円については、新幹線工事のため木古内小学校校長、教頭住

宅解体に伴う補助金返還金を積立てたものです。

決算書の47ページ、実績報告書の同じく50ページ、3目 財産管理費について、説明いた

します。

予算額460万9,000円、決算額426万543円、執行率は92.4％です。ここでは、特に大きな

不用額はございません。

同じく、決算書48ページ、実績報告書51ページをお開きください。

2項、小学校費、1目、学校管理費について説明いたします。

予算額、2,482万2,000円、決算額2,282万1,591円、執行率は91.9％でございます。11節

需用費で64万6,605円の不用額がございますが、これにつきましては光熱費等の実績減に

よるものでございます。

15節 工事請負費で不用額90万2,500円がございます。これについても木古内小学校遊具

設置工事、グラウンド改修工事、油圧式エレベーター工事の入札減によるものでございま

す。なお、木古内小学校遊具設置工事については、前年度繰越の繰越明許となっておりま

す。

続きまして、決算書の48ページ、実績報告書の52ページをお開きください。

2目 教育振興費について説明いたします。

予算額641万3,000円、決算額568万2,959円、執行率は88.6％でございます。8節、報償費

で37万9,159円の不用額がございますが、これにつきましては、大会参加報償費の実績減に

よるものです。同じく8節、姉妹校交流事業報償費 16万9,874円がございます。実は、昨

年、11月に木古内町から朝暘第一小学校を訪問し、姉妹校盟約を結んでおります。

18節、備品購入費の児童用図書については、前年度繰越の繰越明許となっております。

決算書49ページ、実績報告書の53ページをお開きください。

3項、中学校費、1目、学校管理費について説明いたします。

予算額7,783万6,000円、決算額1,218万252円、執行率は15.6％でございます。

15節、工事請負費で木古内中学校移転に伴う改修工事については、翌年度繰越明許とな

っております。このため、中学校、学校管理費の執行率が15.6％となっております。

なお、この工事については、平成24年5月31日に着工し、12月10日までとなっております。

決算書の49ページ、実績報告書の54ページをお開きください。
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2目、教育振興費について説明いたします。

予算額990万1,000円、決算額954万1,603円、執行率は96.4％でございます。18節、備品

購入費の生徒用図書についても、前年度繰越の繰越明許となっております。

歳出については、以上でございます。

吉田委員長 歳出の説明が終わりました。歳入も一緒でよろしいですか。それでは、歳入

も一緒にお願いします。西山主査。

西山（隆）主査 それでは、歳入について、説明いたします。

決算書15ページ、実績報告書16ページをお開きください。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、6目 教育費補助金について説明いたします。

1節 小中学校費補助金で要保護児童生徒就学援助費補助金1万3,000円、特別支援教育就

学奨励費補助金9,000円となっております。

次に、決算書18ページ、実績報告書、19ページをお開き願います。

14款 道支出金、1項 道負担金、6目 教育費委託金について説明いたします。

1節 小学校費委託金 27万683円となっております。これは、木古内小学校が北海道教

育委員会からの委託事業「北海道道徳推進校事業」によるものでございます。

次に、決算書19ページ、実績報告書19ページをお開き願います。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入について説明いたします。

学校教育の所管としては、3節 教育職員住宅貸付収入 162万5,632円となっております。

月の途中入居があり、日割計算をしていることから端数がでております。戸数につきまし

ては全部で8戸になります。

続きまして、決算書22ページ、実績報告書20ページをお願いいたします。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入について説明いたします。学校教育グループの所

管としては、3節 雑入で日本スポーツ振興センタ－保護者負担金11万5,460円、雇用保険

繰替金2万9,770円、公衆電話手数料として小中学校分5万3,510円となっております。歳入

については、以上でございます。

吉田委員長 ただいま学校教育の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑を受けます。

東出委員 財産収入の教職員の住宅の貸し付けなのですけれども、おそらく平成23年度は

東北の震災の関係で鶴岡教職員住宅、何月までですか、もう切れたと思うのですけれども、

23年度においては避難のための住宅として空けておいたわけなのですけれども、ところが

もう期限切れたのですね。今後、やはり以前から言われていたのですが、あの住宅を今後

どういうふうな扱いにしていくのか。または、どこまでも教育財産として教育委員会が持

っていくものなのか、この辺ちょっと見解を。震災の後のあれが解けたのかどうなのかそ

れを含めて。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 14:56

再開 14:56

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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佐藤生涯学習課長。

佐藤生涯学習課長 現在、旧鶴岡小学校の住宅は2戸入っております。震災に関してはもう

期限は切れてございます。それで、いま1棟につきましては、病院のほうの先生を入れては

どうかということでそのような予定になっております。あともう1棟のほうは、いまのとこ

ろまだはっきり用途は決まっておりませんけれども、教員住宅になっております。教員住

宅はあと1棟あるのですけれども、あそこもほかの人事異動で使うという先生も出てこない

とも限りません。あと、中には家の補修だとかそういう時に緊急避難的にそこを空けてお

くということは必要だ思います。現在、ほかに良い住宅が古い住宅は解体してしまいまし

たので、いま鶴岡小学校の1棟は現在は教員住宅のままにしておく予定でございます。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 医師住宅云々の話、ちょっと記億にないのですが、23年度中ずっと震災のため

の避難ということであったのかどうか、私もちょっと不確定なのですが、いま、まだ教育

財産という形で教育委員会が所管していますよね。その中で、私たちはよく委員会の中で

皆さんに話したのはいま教職員については、通勤の人が多いので極力地元に住ませたらど

うなのという投げかけはしていましたよね。あなたたちもそれなりの努力はしていたと思

うのですが、それを今度、度外視して医師住宅が空いていなくて鶴岡なのか。もしそうで

あれば、財産として教育委員会が持っていていいものなのかどうなのか、その辺の見解も

わからないわけです。やはりその辺も23年度決算なのですけれども、以前から我々がそち

らに言っているのは空住宅をなくしようと、「そして先生をなるべく住宅に住ませよう」

という議論からいけば、医師住宅というのはどうかなという思いもあるので、この辺はき

ちんと整理する必要は出てくるだろうなと思うのです。そういう協議をいま総務課長もい

ますけれども、そういう協議がされているのかどうなのかここで確認しておきたいし、全

く入る先生がいないのかどうなのか。その辺は佐藤課長でも答弁できるかと思うのですが。

吉田委員長 答弁もらう前に暫時、休憩をいたします。

休憩 15:00

再開 15:01

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

佐藤課長。

佐藤生涯学習課長 財産についての所管替えということにはまだなっていません。まだ、

仮にお医者さんが住んでも、当分の間は教育財産にしておく予定でございます。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 それってあれなのですけれども、年数も経っていないので、補助金適化法の関

係もこれありなのかどうか。

吉田委員長 佐藤課長。

佐藤生涯学習課長 そこの住宅は補助金は使っておりません。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 そうすると、この辺についての財産の部分については、一般財産にするか教育

財産にするかという協議は必要になってくるというふうに認識してよろしいですか。
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吉田委員長 総務課長お願いします。

大野総務課長 鶴岡小学校が閉校になる時に、残る教育財産の教員住宅、これをどうする

べきかということで、教育委員会のほうと話をしました。教育委員会の意向があくまでも

この地域に先生を住まわせたいというのは、児童は地域のほうでも通ってくるわけですか

ら、普段子供がいる地域で先生には住んでもらいたいという思いがありましたので、「そ

こはそういう利用をしていくのですね」という確認の基に、別利用については、一般会計

というか町長部局のほうからお願いはしませんでした。それで、そうこうしている間にと

言いますか、時間が経過する中で御殿場の先生ですけれども、「緑の多い地域で暮らした

い」ということの意向が示されましたので、その中でいま遊休といいますか「空いている

鶴岡の教員住宅これを利用できないでしょうか」ということで、委員会のほうに打診をし、

そして使う方向で御殿場の先生のほうにはお答えをしている、こういうような状況です。

実際に来ていただく状況の中で今後、1棟について病院財産にしていくかどうかは検討して

まいりたいと思っております。

吉田委員長 東出委員、よろしいですか。

東出委員 はい。

吉田委員長 ほかにございませんか。

福嶋委員。

福嶋委員 ついでにちょっと聞いておきます。

鶴岡小学校を建ててから15年くらい経っていますね。補助金は入っていないと。しかし、

起債が入っていると、過疎債が終わってしまったのか。教育財産として耐用年数が木造で

あれば25年ですか、それくらい過ぎればいいのだろうけど、まだそこまでいっていない。

そうすると、補助金はなくても起債の償還が終わったのかどうか。そうすると、一般財源

にするにはまだ耐用年数があるので、まだ無理だと。いろいろな今後も可能性があるとい

うことでなっているのでしょうけど、起債の内容が、まだ一般財産にできない年度、まだ

10年くらいあると思うけど、その辺の内訳をわかる範囲内で過疎債が終わってしまってい

るのか、一般起債があるのか。その辺の内訳を、補助金がないとすれば。

吉田委員長 佐藤課長。

佐藤生涯学習課長 いまの福嶋委員のお尋ねですけれども、手元に詳しい資料がございま

せんので、後ほど用意したいと思います。よろしくお願いいたします。

吉田委員長 ほかにございませんか。

佐藤委員。

佐藤委員 決算とはちょっとかけ離れているかも知れませんけれども一点、質問させてい

ただきます。この度の監査委員の報告書の中に、昨年23年度の奨学資金の貸付運用基金調

書ということになっているのですが、この中で償還遅延者は延べ31人、857万1,000円と前

年度より増えているような状況、これに対する今後どのような対応の考えかたを持ってい

るのかこれについてお伺いしておきたいと思います。

吉田委員長 佐藤生涯学習課長。

佐藤生涯学習課長 数字的には残念ながら若干増えております。あと、収納の対策につき

ましては、督促、催告状を出しながら、あと足を運んで、町外のかたもいらっしゃいます

ので足を運んでいるのですが、なかなかご本人に会えないと。それから、連絡を入れてき
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て「連絡をください」といっても連絡をもらえないとか、そのような隘路もございまして

特定の数件の小学生のいるお宅からずっといただけない事例があります。今後も引き続き

催告状を出しながらまた、足を運んでとにかく会えるように、会えないことが多いもので

すから、根気よく収納対策をしていきたいと思います。

吉田委員長 佐藤委員。

佐藤委員 いいですか。この件につきましては、数年前からのおそらく悩みの種であった

というふうに私は理解しているのです。それで、いまも同じような答弁をいただいたわけ

ですが、貸し付け者の身元保証人というのがあったはずです。このかたとはどのような対

応をされているのか。

吉田委員長 佐藤課長。

佐藤生涯学習課長 様々な事例がありますけれども、例えばもうすでに保証人になられた

かたが大変高齢で入院されているとか、あとはそういうことで支払い能力が非常にないと

いうことだとか、転出してしまってちょっとそのかたに連絡が全然取れないとか、そうい

った事例がございます。それから、身元保証のかたに直接「お願いします」というふうに

いった事例もあります。しかし、なかなか本人からも払っていただくというような回答が

いただけないでいる事例もあります。そのようなケースもございます。以上でございます。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次に移りたいと思います。

席を移るまで暫時、休憩をいたします。

休憩 15:10

再開 15:11

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、社会教育の担当の西山主査のほうから説明をお願いします。

西山（敬）主査 生涯学習課社会教育グループの西山敬二です。よろしくお願いいたします。

平成23年度の社会教育所管の決算について、ご説明をいたします。

なお、平成23年度の社会教育グループ所管事業の概要と評価及び課題につきましては、

各議員の皆様にお配りしております「社会教育のあゆみ」と「平成23年度木古内町教育委

員会の活動状況に関する点検・評価報告書」に掲載しておりますのでご参照いただきたい

と思います。

それでは、歳出からご説明いたします。決算書の50ページ、実績報告書の54ページから

55ページをお開きください。

それでは、申し上げます。

10款 教育費、4項 社会教育費、1目 社会教育総務費では、予算額159万7,000円、決

算額143万1,607円、執行率89.6％となっております。ここでは、どの節においても30万円

以上の不用額はございません。

次に、決算書の50ページから51ページ、実績報告書の55ページから56ページをご覧くだ

さい。
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10款 教育費、4項 社会教育費、2目 公民館費、予算額3,964万1,000円、 決算額3,7

77万9,466円、執行率95.3％となっております。 30万円以上の不用額ですが、15節 工事

請負費で、予算額1,962万円ございますが、そのうち、平成22年度繰越分の住民生活に光を

そそぐ交付金事業で中央公民館図書室屋上防水改修工事については、30万円の入札減とな

っております。

また、中央公民館下水道接続及び周辺舗装補修工事で11万5,000円、中央公民館地下収蔵

庫アスベスト除去工事で35万8,000円の入札減と合計で77万2,500円不用額となっておりま

す。

続きまして、18節 備品購入費で、平成22年度繰越分の住民生活に光をそそぐ交付金事

業を活用した図書購入費については、担当課のほうから他事業費との調整が必要というこ

とで60万円の不用額となっております。

また、例年計上している図書購入費につきましては、いまご説明いたしました住民生活

に光をそそぐ交付金事業を活用したため15万円の不用額となっております。

このほかに、除雪機5万円、水道メーター1万円が入札減ということで合計81万161円が不

用額となっております。

次に、決算書の51ページ、実績報告書の56ページをお開きください。

10款 教育費、4項 社会教育費、3目 文化財発掘調査費、予算額52万2,000円、決算額

51万664円、執行率 97.8％となっております。 ここでは、どの節においても30万円以上

の不用額はございません。

以上で歳出についての説明を終わります。

吉田委員長 歳入も一緒に。西山主査。

西山（敬）主査 それでは、引き続き歳入についてご説明をいたします。

決算書の13ページ、実績報告書の13ページをお開きください。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、4目 教育費使用料では、予算額43万3,000円、

決算額38万5,832円、執行率89.1％、収入率100％となっております。

その内訳ですが、1節公民館使用料では、公民館使用料77件分26万4,662円となっており

ます。

次に、決算書の22ページ、実績報告書の20ページをお開きください。

実績報告書の20ページで、19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入、そのうち

の教育委員会分で、雇用保険繰替金、図書整理員分が8,412円、公民館保安等業務員5,619

円となっております。

また、四町芸術鑑賞事業助成金10万円、森林組合電気料7万2,000円となっております。

以上で歳入についての説明を終わります。

吉田委員長 ただいま、社会教育担当の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑を受けます。

平野委員。

平野委員 参考までに教えて欲しいのですけれども、公民館使用料の内訳で件数と金額は

わかったのですが、いま現在わかる範囲でいいのですけれども、一般のかたがどの程度、

どのような部屋を借りているのか。あるいは、業者さんがどの程度借りているのかをデー
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ターを少しわかれば教えて欲しいのですけれども。

吉田委員長 資料要求ですか。

平野委員。

平野委員 いまわかる範囲でいいです。

吉田委員長 西山主査。

西山（敬）主査 毎月行われているものが免許更新、安全協会さんで行われている免許更新

が毎月行われております。あと、いま函館のほうからカワイ楽器さんのほうでピアノの教

室ということで毎週金曜日、木古内町のほうに来ております。あとその他そろばんの試験

だとか、会社でいうと南北海道ヤクルト株式会社さんで研修ということで毎月のような形

で一度お借りしている形となっております。その他、各事業所の研修会だとか研修等でい

ろいろ使われている形となっております。あと、金額が大きく変わる時というのが冠婚葬

祭等が公民館のほうで入りますと、そこで若干の金額が動きますのでそういった形と年間

だいたいそういう形で行われております。以上です。

吉田委員長 平野委員、よろしいですか。ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次の担当に移りたいと思います。

それでは、体育担当の山本主査。

山本主査 生涯学習課社会教育グループ体育担当の山本です。よろしくお願いします。

平成23年度社会教育グループ 体育担当の決算について説明させてもらいます。

それでは、歳出のほうから説明します。決算書の51ページ 実績報告書の57ページをお開

きください。

10款 教育費、5項 保健体育費、1目 保健体育総務費では予算額 118万6,000円に対し

て、決算額が81万8,218円になります。執行率69％となっております。執行率が低いのは報

償費の全道大会の参加報償費を使っていない部分で低いです。30万円以上の不用額はあり

ません。

次に、決算書の52ページ、実績報告書の57ページをお開きください。10款 教育費、5項

保健体育費、2目 保健体育施設費では、予算額1,460万3,000円に対して、決算額が1,383

万8,847円、執行率94.8％となっております。これも30万円以上の不用額はありません。大

きいのは工事請負費、23年度これは町民プールと町民プール水洗化及びスポーツセンター

の下水道の接続工事になります。それから、備品購入費これは町民プールの水道メーター

の更新がありました。変わったところはこれだけです。

吉田委員長 歳入もお願いします。

山本主査 それでは、歳入について説明します。

決算書の13ページ、実績報告書の13ページをお開きください。12款 使用料及び手数料、

1項 使用料、4目 教育費使用料、2節 保健体育施設使用料12万1,170円となっておりま

す。テニスコート夜間照明使用料2万8,830円、内訳としまして、スキ－場使用料2,730円、

これは一人210円になっているので13人分です。野球場夜間照明使用料8万9,610円、足して

12万1,170円となっております。次に、決算書の22ページ、実績報告書の20ページをお開き

ください。19款 諸収入、5項 雑入 、1目 雑入について説明します。教育委員会所管と

しては、3節 雑入で、雇用保険繰替金1万7,463円、公衆電話手数料3,300円となっており
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ます。以上で説明を終わります。

吉田委員長 ただいま保健体育の歳出・歳入の説明が終わりました。質疑を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 一点だけ、先ほど報償費が25万円残ったと。全道大会に行くのを止めたという

ことですけれども、内容はどういうスポーツの報償費ですか。どういうことで止めたので

すか。

吉田委員長 山本主査。

山本主査 これは少年団に対してですけれども予選がありますよね、道南で。道南の予選

で全道大会に行けないということで、申請がなかったのです。

吉田委員長 ほかにございませんか。

又地委員。

又地委員 保健体育施設費の部分なのですが、23年度の予算・決算には直接関係ないので

すけれども。最近、決算が終わってからちょっとわかったことなのですけれども、スポー

ツセンターのその日によっては吹ぶかれる、風が強くて雨の日。そうすると、雨漏りがす

るということを伺いましたけれども、現状をお知らせください。

吉田委員長 山本主査。

山本主査 普通の雨でしたらいままで何回か直しているので来ないのですけれども、よっ

ぽど強いやませが来るといくらか入ってくるような状況なのです。いまそれを調べて直さ

ないとどうしようもないと思って何回か直しているらしいのですが、どこがどうかはっき

りわからないのです。いまもう1回調査します。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 壁を直してから何年も経っていないのです。そんな中で、何年ですか3年くらい

ですか。それで公民館側も直したし、あるいは反対側のほうも直した。常任委員会でも事

務調査をして現場も見たという経緯もある中で、随分ぶっつけが入って雨漏りして伝って

歩くというのが随分早いなと、そのように思っています。ですから、これから今度冬期間

迎えるし、ある意味ではすが漏りです、今度。そういうことを考えれば、早い時期に何と

かしなければだめだろうと思っていますので、その辺は善処してください。

吉田委員長 ほかにありませんか。

佐藤委員。

佐藤委員 使用料の関係で、スキー場の使用料、これは決算ですから問題ないと思うので

すが、現在木古内のスキー場は幼稚園から小学生ほとんど初心者ではないかと思います。

ですから、やはり町民にこういう子供さんたちに大いに利用させるために、もう少し考え

てこれは要望になりますけれども、無料で開放して考えるべきではないかというふうに私

は思います。要望にいたします。

吉田委員長 見解ありますか。山本主査。

山本主査 昼間の使用料は取っていません。夜間の照明の使用料だけです。去年は13人で

した。使用料210円の13人ですから、13人分しかないです。これもいま考えているのですけ

れども、取っていいものか悪いものかという金額ですよね。その辺考えます。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。

佐藤委員 はい。
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吉田委員長 平野委員。

平野委員 おそらく昨年の決算の時にも同じことを伝えたと思うのですけれども、この21

0円の13名、そんなに使用していないのかと言ったらもっと私は使用していると思うのです。

というのはスキー場の管理体制にも問題があって、ある程度自由に券を真面目に買う子も

いれば、買わないでそのまま滑っている子もいる部分をきちんと職員が管理しているのか

と言ったら、正直されていないような現状だと思うのです。そこの管理をしっかりするほ

うがいいのか。それとも、いま佐藤委員がおっしゃるように無償にしたほうがいいのかと

いうことを考えた時にこの2,730円、お金だけの問題じゃないですけれども。これが100人

になっても2万円程度だと。であれば、私は町民サービスということで、スキー場自体も立

派なスキー場とはとても言えませんし、子供にサービスをするという方向で夜間に関して

も無償でやるべきだと思いますので、是非来年度の予算のほうに反映して欲しいと思いま

す。要望で終わります。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次に移りたいと思います。

学校給食センターですね。それでは、学校給食センターに入りたいと思います。

畑中主査お願いします。

畑中主査 給食センターグループの畑中正実です。よろしくお願いいたします。

それでは、平成23年度の学校給食センター所管の決算についてご説明いたします。

それでは、歳出からご説明いたします。決算書の52ページ、決算実績書58ページから59

ページをお開きください。

10款 教育費、5項 保健体育費、3目 学校給食費です。

予算額3,773万1,000円、決算額3,733万3,455円、執行率は98.9％です。

ここでは需用費で不用額が13万391円となっておりますが、主なものは燃料費、光熱水費

の減によるものでございます。

以上で歳出についての説明を終わります。

吉田委員長 歳入に入ってください。

畑中主査 続きまして、歳入についてご説明いたします。

決算書22ページ、決算実績報告書19ページをお開きください。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、1節 学校給食費です。予算額1,560万9,000円、

決算額1,538万6,781円、調定額1,608万8,656円、執行率98.6％、収入率95.6％となってお

ります。

続きまして、決算書22ページ、決算実績報告書20ページになります。19款 諸収入、5項

雑入、1目 雑入、3節 雑入になります。実績報告書の中の教育委員会の下から6段目、

雇用保険繰替金が1万6,464円、また一番下になります使用済み食用油引取料1,465円です。

こちらは、給食センター臨時職員調理員の雇用保険繰替金、そして、給食センターから

排出される使用済み食用油を廃油回収業者が1リットル5円で引き取りを行っているもので、

平成23年度は293リットルの引き取りとなっています。

以上で歳入についての説明を終わります。

事前に提出しております資料についてご説明いたします。86ページをお開きください。



- 54 -

こちらにつきましては、学校給食費の収納状況となっております。この中の平成23年度

末の欄をご覧ください。調定額が1,608万8,656円、収入額が1,538万6,781円、収入額の内

訳としましては、現年度分収入額は1,531万2,581円、過年度収入額が7万4,200円となって

おります。平成24年度への未収額は、70万1,875円となっております。

以上で資料についての説明を終わります。

吉田委員長 ただいまの説明について質疑を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 一点だけ、いまの下のほうの一番右端の下に22年度2万1,000円、23年度3万1,8

00円これは納入されたという現在の状況ですか。したがって、23年度末70万1,875円からそ

の下の5万1,800円入ったという意味ですか。その内容をちょっと。したがって現在70万1,

000円からこれだけ入っているという意味ですか。

吉田委員長 畑中主査。

畑中主査 24年度の過年度収入額5万2,800円は、23年度末70万1,875円に対してこの5万2,

800円が現在収入になっているという状況です。

吉田委員長 福嶋委員、よろしいですね。

福嶋委員 はい。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 せっかく資料を付けてくれたのですけれども、18年度から載せているのですよ

ね。どうなのでしょうか。これは不納欠損に至る部分もあろうかと思うのですけれども、

その辺の見解を持っていればお伺いしたいと思います。

吉田委員長 学校給食センター長。

佐藤学校給食センター長 いままでの過年度分の不納欠損というお話がありましたけれども、

センターでは特に町外に転出したかたが、それ以上増えてはいないのですけれども、その

ままずっと引きずっているのです。それが住所を変えることによって、何回も転居されて

住宅がわかって行ってもいなかったり、今度行ったらいなかったりというそういうような

先ほどの奨学資金と同じような難しい面がございます。件数的にはそんなにないのですけ

れども。1件がある程度多いところがございます。だいたい、兄弟が子供さんが多いところ

とかそういうところが多いものですから。なかなか3人子供さんがいたり、3人子供さんが

いるところがいまのところ2世帯です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 それで以前、野村教育長は、食い逃げは絶対許さないのだと。ですから、不納

欠損はしないとそんな話も依然ありましたけれども、ただいつまでもこうやってだらだら

引きずってきても、私はだめだろうとそんなことで、どうなのでしょう。例月監査をやる

時に監査委員の知恵を借りるとか何とかして、どこまでも食い逃げは許さないから絶対不

納欠損はしないのだというのであれば話は別ですし。であれば、何が何でも集金してもら

うことになるのだろうけれども、どこかである程度一定の線を引くためには、やはり監査

委員さんのご意見も必要だろうと思うのですけれども。その辺の考えかた等も持っていか

なければならないのではないかと思うのですけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。

吉田委員長 教育長。

野村教育長 給食費の未納について不納欠損という方法もあるのではないかというような
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お話でした。私も数年前給食センター長であった時、不納欠損の方法ではなくて、やはり

食べたものについては、きちんと支払っていただくというような姿勢で取り組んでまいっ

たところでございます。しかしながら、いま佐藤センター長から話があったように、なか

なかこの未納者のかたの遠隔地に行ってしまったり、それから連絡が取れないというよう

な状況もございます。そのかたの世帯の未納がずっと残っているという状況にあります。

基本的には給食費は払っていただくというような気持ちでおりますが、これからちょっと

いろいろ検討、勉強していきたいなというふうに思っております。できるだけ不納欠損を

しないようにということは考えておりますけれども、いま東出委員からいただいたご意見

もいただきながら、進めていきたいというふうに思っております。

吉田委員長 東出委員。よろしいですか。

東出委員。

東出委員 教育長の腹はやはり食い逃げは許さないぞという部分は変わりないような気は

するのですが、ただ居所はわかっているけど会えない、行ってももらえない。そうすると、

それまで徴収に行く担当のものの仕事が1日、その日は仕事にならないわけです。どこにい

るかわかりませんけれども、連絡が取れていくのであればまだしも、行ってもお金ももら

えないならただの使い走りみたいに帰ってくるのであれば、「1日仕事をしました」と言っ

ても何の効果もないわけですし、地元にいて常にこう会えて話の接触ができるのであれば

いいけれども、なかなか会えない人に対して、油をかけて行って1日仕事を棒に振ってとい

うのは、仕事の効率からいったらどうなのかなと思うので、その辺も一つ考慮に入れてい

ただきたいものだなと思いますので、その辺十分に検討し、誰かとまた相談してみること

も大事かと私は思いますのでよろしくお願いします。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 教育委員会はこれで終わりです。

大野総務課長。

大野総務課長 先ほど、福嶋委員のほうから鶴岡小学校の校長教頭住宅について、新築し

た時に起債の借り入れはなかったというような質問がありまして、そちらの答弁ができて

おりませんでした。いま調べさせまして資料を持って来ました。平成12年に建設をしてお

りまして起債の借り入れをしております。平成24年度、ことし3月末で償還が終了する予定

となっております。以上です。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩15：41

再開15:42

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

以上を持ちまして、教育委員会の決算審査を終了いたします。お疲れ様でした。

休憩15:43

再開15:50
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（6）議会事務局

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、議会事務局山本局長のほうから説明をお願いします。

山本局長 説明の前にお詫びを申し上げます。ただいま資料を配布させていただきました。

例年、総務課のほうで編成する際に一緒に提出していたのですが、指示不足で申し訳あり

ません。きょうの配布になりましたのでお詫びを申し上げます。

説明は近藤主査のほうから説明させますので、よろしくお願いいたします。

吉田委員長 それでは、さっそく説明を求めます。

近藤主査。

近藤主査 議会事務局近藤です。よろしくお願いします。

きょうは、交際費の資料の提出が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

平成23年度決算について説明させていただきます。歳入はありませんので歳出のみ説明

させていただきます。決算書24ページ、実績書22ページをお開き願います。

議会費総額予算額4,901万円に対して、決算額4,857万8,292円、執行率は、99.1％でござ

います。22年度と大きく変わったところといたしまして、4節 共済費1,932万9,300円とな

っております。こちらのほうは、議員共済費の負担金の掛け金の率が上がったことにより、

前年度と比べまして、1,550万円ほど増えました。そのほか、決算書のほうの9節 旅費で

ございますが、こちらのほう不用額が18万1,270円あります。こちらは予定した出張がなか

ったので残額として出ました。交際費のほうも不用額10万5,225円ありました。そのほか備

品購入費でマイクロホン等機器を購入しております。こちらは47万2,500円となっておりま

す。 以上でございます。

吉田委員長 ただいま議会費について、歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 又地委員。

又地委員 これは議員共済組合の何となく矛盾している。現在は、共済がかかっていない

のです、そうでしょう。この辺はどうなのですか。これは交付税でくる。来たものをまた

ツーカーみたいなものです。この辺は、全道議長会とかの中で何とかならないものなので

すか。我々には極端な話、議員共済組合の負担金なんて全くいまは無縁です。どう考えれ

ばいいかと思っています。

吉田委員長 山本局長。

山本局長 ただいまのこの負担金につきましては制度がなくなりまして、辞められたかた

には一時金もしくは年金という形で支給になっております。前の制度で現在も支給されて

いるかたもあります。それから、遺族年金のかたもおります。皆さん該当されるかたは、

辞められた時に、その一時金もしくは年金として受給できるという資格を持っております

ので、このような形で拠出をしなければならないという。ただし、掛け金はいまはなくな

っていると。ただいま又地委員がおっしゃるとおり、自治体が支出をしてその部分が交付

税として、入って来ているという現状なので、私も同じ意見でございます。それであれば

国がそういう措置すればいいのではないかと思っております。ただし、いまのシステム上

は現在のようにしてくださいということなものですから、いたしかたないのかなと思って
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おります。おそらくこれは、議長会等からも上げてもらうということしかできないのかな

というふうに思いますので、その辺は渡島の議長会なり北海道の議長会を通じて国のほう

にお願いするというような形よりないのかなというふうに思っております。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 総務課長どうなのですか。町としてメリットはあるのですか。

吉田委員長 大野総務課長。

大野総務課長 議員年金制度の取り扱いについては、これは地方議会も含めて廃止をして

いくという方向を打ち出した中で、その財源措置については、国がしっかりと支援をしま

すよと、こういうことでしたので、市町村としては国から来る交付金の見合いで出すとい

うのはおかしいのですけれども、計算が国のほうから示されてきますので、負担納付すべ

き分ということで議会事務局に届いてそれが総務のほうに指示が流れて来て予算組みをし、

歳入は後ほど交付税で受け取るというやり方ですので、特別どうこうという印象は持って

ていないです。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、これを持ちまして議会事務局を終了いたします。

お疲れ様でした。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩15:56

再開15:58

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前中の総務課の管轄で追加資料が上がってございますので、それの説明を求めます。

大野総務課長。

大野総務課長 午前中、資料請求がございました交際費・食糧費に関しての執行状況を改

めて追加資料ということで提出をさせていただきました。議会説明資料資料番号5では、1

8ページから20ページまでの記載をしていたものでございますが、その中から食料費を抜き

出して資料として整理をしたものでございます。午前中、説明の中で均等・平等になるよ

うに配意しているというようなご説明を申し上げましたが、この資料を見て2ページですけ

れども、2枚目の下のほうに状況を記載しております。本町地区が66回、札苅地区は4回こ

ういう状況では平等・平均的な取り扱いということにはなっておりません。大変申し訳な

く思います。午前中の説明については、是非その部分を削除していただければというふう

に思います。このような状況になった背景につきましては、町内の業者に発注をするとい

う考えかたは、これは一貫しているのですけれども、その発注の際に近い所に便利良く発

注をしてしまっていると、こういうような状況でございまして、資料を今回付けさせてい

ただいた中では決算でございますので、次のことを言うのは憚からなければならないので
はば

しょうけれども、このあと是正をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。
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以上です。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 金額がどうのこうのということではないのでちょっと教えてください。2,490円、

3,880円くらいが一番多いのですが、2,490円というのは、これはみそぎの舞1本ですか。3,

880円というのは普通の松竹梅だとかそういうのが2本でないのかなと思っております。た

だ新年交礼会43番、平成24年新年交礼会賄料28,727円これは町長の交際費で出すのですか。

もし、例えばノンアルコールでやるということですよね。例年やっているのですが、新年

交礼会の賄い料が、例えばお茶だとかミカンだとか、あるいは、駄菓子だとかというもの

であれば、私は町長の交際費の中で負担するべきものではないのではないかと。これは、

町全体のことなので、年度当初にきちんと予算を組むべきではないのかなと思うのです。

町長交際費で新年交礼会の賄いを間に合わせるというのは何かおかしいです。私はそう思

います。

吉田委員長 ちょっとお待ちください。いま答弁もらう前に先ほど大野総務課長のほうか

ら午前中の発言についての訂正をされましたので、これを許可したいと思いますが、皆さ

んいかがですか。

（「いいです」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、午前中の大野総務課長の発言について訂正をいたします。それで

は、さっそく又地委員のほうからの質問に答弁をお願いします。

大野課長。

大野総務課長 承諾をしていただきまして、大変ありがとうございます。ただいま又地委

員からご指摘のあった、まず新年交礼会ですね。ご指摘を受けて気づかされてというよう

なことで大変申し訳ございません。おっしゃるとおりかと思います。総務管理費の中にそ

のような執行ができる科目がございますので、そちらのほうでの執行に務めてまいりたい

と思います。また、2,490円につきましてはみそぎの舞の四合瓶2本の箱詰めの金額です。

そして3,880円につきましては、一升瓶1.8Ｌ2本、上選です。こちらのほうをお祝いとして

届けたご祝儀ということの金額でございます。

吉田委員長 よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、この件につきましては、終了したいと思います。

総務課長ありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩16:04

再開16:09

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほどの病院会計追加説明資料が提出されましたので、これについての説明を求めます。

平野主査。

平野主査 先ほど、私の資料準備不足等で大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでし

た。追加資料を作成してまいりましたので、又地委員さんからご指摘のありました消費税
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についての計算書の詳細並びに消費税関係雑支出につきまして、説明資料とあわせてご説

明させていただきます。

まず、87ページの病院事業決算説明資料をお開きください。

ここにまず、消費税を算出するにあたっての根拠になる数字の5,004万6,800円という数

値があります。これの数値の求めかたにつきましては、実績報告書の収益の計と決算書の

収益の計を求めまして、追加で説明資料として配布させていただいておりますＢからＣを

引いた差額の数値の使用をいたします。決算書の1ページをお開きください。

申し訳ございません。1ページです。資料を作って来たのですが、資料のほうのＢとＣの欄

が数字の元となります決算書と実績報告書が間違っております。申し訳ございません。口

頭で訂正させていただきます。まず、決算書の数値12億7,678万1,004円がＢというふうに

なります。続いて、実績報告書で税を復活させた数字が実績報告書の1ページをご覧くださ

い。すみません、申し訳ございません。改めて1ページだと税込みになっておりますので、

実績報告書の集計につきましては、実績報告書の1ページをご覧ください。こちらの病院事

業収入合計という一番下に記載してあります数値がＢの数値でございます。もう一度ご説

明します。実績報告書の1ページの一番下の欄に記載しております病院事業収入合計の数字

がＢの12億7,678万1,004円これが税込みでの数字でございます。Ｃの数字につきましては、

決算書の11ページをお開きください。こちらが税抜き処理をしたあとの数字でございます。

病院事業収益の一番上の数字でございます。12億7,427万8,662円です。12億7,427万8,662

円が税抜後の収益でございます。これからＢとＣを引きますと、税抜きと税込みの差の数

字が出て来ます。これが250万2,342円になります。これに対しての税率であります5％が課

税標準額で消費税を積算する際に使用する元になる数値になります。これが87ページ資料

の①課税標準額5,004万6,800円になります。これに対します税率が4％消費税になりますの

で、単純にいま出された数値に4％をかけますと、②の200万1,872円になります。それから、

控除ができることになっておりますので、④で41万7,589円を控除しております。これの4

1万7,589円の計算方法なのですけれども、これが追加資料②に記載してあるとおりであり

まして、まず非課税売り上げがあります。これが9億1,127万3,000円であります。課税仕入

れが2億1,055万6,768円になります。課税仕入れに係る消費税を計算するのですけれども、

課税消費税（課税仕入れでは？）に係る消費税の計算方法は、税務署のほうから公式が決

められておりまして、105分の4を課税仕入れにかける数字になります。そうしますとＧと

いうところの数字の802万1,210円が課税仕入れに係る消費税になります。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 そうしたら、課税仕入れ額の2億1,000万これは消費税が入った金額ですか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 課税仕入れに入るのは消費税が入っている数値であります。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 含まれているのですね。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 課税仕入れ額はどこから出ているのですか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 これは、病院事業において、課税となる数値を全てのものから拾った数字にな
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ります。積み上げです。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 病院事業で仕入れるものですか。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 買うと言ったほうがわかりやすいかと思いますけれども。鉛筆とか、いろいろ

診療材料とか買ったものの積み上げた数字です。非課税売り上げ額のほうにつきましては、

入院収益等の税のかからないものでございます。それで、先ほどご説明した課税仕入れ額

に税務署からの公式であります105分の4をかけますと802万1,210という数字になります。

これは後ほど使いますので、改めてまたご説明いたします。

続きまして、追加資料の黒い四角が資産譲渡等の対価の額というのがあります。これは

下のほうに四角で説明して、その下に＠でご説明してあるとおり先ほど算出しましたＡの

数字であります5,004万6,800円に非課税の売上額を足した数字であります。以上、ご説明

しました数字をもとにＧ×Ｈ分のＡ802万1,210円×5,004万6,800円÷9億6,132万62円とい

う計算で、控除額であります41万7,589円を用います。これが税務署のほうから求められて

いる公式を利用して算出しました控除額です。この控除額を87ページの説明資料のほうに

戻ってください。これの10番消費税の⑨差し引き税額が②＋③ですが、③はありませんの

で、②－⑦で、158万4,280円こちらが国税として消費税を納める額になります。それで地

方税もございますので、下の地方消費税税額の計算のうち、⑳番に⑱×25％先ほどご説明

しました国税の25％が地方消費税になりますので、25％掛けますと39万6,070円⑨番の158

万4,280円と⑳番の39万6,070円を足すと198万350円と出まして、23年度で納付する消費税

額になります。

吉田委員長 終わりですか。座ってください。

それでは、説明が終わりましたので質疑を受けます。

又地委員。

又地委員 Ｆ×105分の4ということは、5％もらって4％払えばいいということですか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 こちらのほうは税務署から送付されてきます納付書のほうに書かれている数字

が105分の4という数字になっていますので、又地委員さんのおっしゃるとおりになります。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 そうしたら、先ほど説明を受けた消費税関係の部分1千いくらと出ていたのは、

それとの関係はどうなりますか。

吉田委員長 平野主査。

平野主査 消費税関係雑支出との消費税の関係でございますが、まずこの納付消費税を算

出するにあたっては直接費用の丸めた数字は関係の出てくるところはございません。ただ

し、こちらのほうで2番のほうで追加資料で説明してあります決算の際に税込み処理、税抜

き処理で作成する際に、毎年消費税関係雑収入が出てくる年度があります。この際に、こ

こで説明してある3行目になりますけれども、納付消費税との関係は仮受消費税、控除対象

外消費税、いま又地委員さんから言われました消費税関係雑支出この三つを加えた額から

仮払い消費税これは税込みから税抜きを抜いた残りの数字です。それと、納付消費税を差

し引いて多ければ収入と見なし、消費税関係雑支出として処理されます。ただ、少なかっ
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た場合については、逆に消費税関係雑支出に加えて数字が若干大きくなるというような取

り扱いで処理をしているところです。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩16:25

再開16:31

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま休憩の中でさらに詳しく説明をされましたので、その他に皆さんございません

か。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、病院の皆さんどうもお疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩16:32

再開16:32

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

きょうの日程は全て終わりました。これにおいてきょうの議論の中で、積み残した部分

がありましたらお願いをいたします。多分、先ほど雑談の中で、スキー場の問題がありま

したので、その部分をどうするかということはいかがでしょうか。

総括に残しませんか。

それでは、この部分については、保留をしておきます。

それでは、総務課長のほうからよろしくお願いします。

大野総務課長 あすの遅刻についてご了承いただければと思います。あす、9時30分より入

札を執行する予定でおりまして、大変申し訳ないのですが、私、事務局ということで、終

了後10時頃になろうかと思いますけれども、決算委員会のほうに遅れて参加することをお

許し願いたいと思います。

吉田委員長 わかりました。それでは、その他でほかにございませんね。

それでは、これを持ちまして本委員会を終了させていただきます。

あすは、9時半から審査を進めますので、よろしくお願いいたします。

お疲れ様でした。

閉 会 16:34 終了

説明員 大森町長、大野総務課長

森井代表監査委員、又地監査委員、泉主査

名須賀主幹、尾坂主幹、泉主査、山下主任、敦澤主事、菅原主事

鈴木介護老人保健施設長、大坂事務長、木本（こ）主任

地本病院事務長、岡山総看護師長、平野（弘）主査
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羽沢（裕）主査、東出主査、尾坂主任

野村教育長、佐藤生涯学習課長、西山（隆）主査、平野（智）主査

西山（敬）主査、山本（忠）主査、畑中主査、松本主任

岩館議長、山本議会事務局長、近藤主査

傍聴人 なし

平成23年度決算審査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


