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会議録 平成24年9月12日（水） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第3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 9:30～15:59

事 務 局 山 本、近 藤

1.委員長あいさつ

吉田委員長

おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから9月11日に引き続き「第3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、8名でございます。又地信也さんから遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による、委員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.審査事項

（1）まちづくり新幹線課（9:30～10:04）

吉田委員長

まちづくり新幹線課の皆さん、改めておはようございます。よろしくお願いします。

それでは、さっそく新井田課長のほうから大まかな説明と職員の紹介をお願いいたしま

す。

新井田課長。

新井田課長 改めましておはようございます。ご苦労様でございます。

それでは、はじめに説明員のご紹介をさせていただきます。はじめに、新幹線振興室長

の中尾でございます。4月から道のほうから出向しております。次に、新幹線振興室の担当

主査の片桐でございます。それから、まちづくり担当主査の阿部でございます。都市計画

の担当主査でございます福田です。まちづくり担当の中山でございます。私、新井田でご

ざいます。以上、よろしくお願い申し上げます。

それでは、まちづくり新幹線課の所管する平成23年度の決算につきまして、私のほうか

ら概要をまずご説明申し上げまして、そのあとそれぞれ担当のほうから7目ございますので、

それぞれ個別でご報告を申し上げます。中に一部、労働費の中にもまちづくり関係の支出

がございますので、あわせてご報告を申し上げたいというふうに思います。

はじめに、北海道新幹線木古内駅周辺事業でございますが、平成21年度に整備基本計画

を作成してございます。一部、22年度に実施したものがございますが、実質23年度から平
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成27年度までの5か年間での全体計画というふうになってございます。

その中で、平成23年度では実質5か年計画の初年度というふうな位置づけで、調査あるい

は計画を中心とした事業を実施してございます。

まず、国の緊急雇用創出推進事業を活用いたしまして、これは支出のほうは労働費にな

りますが、北海道新幹線木古内駅誘客促進事業、それと観光交流センター経営戦略検討事

業、北海道新幹線木古内駅周辺統一デザイン空間策定事業、この3本を実施してございます。

また、都市計画道路環状線通、通称冷水線と言われているところでございますが、実施

設計を実施してございます。それから、駅周辺3か所の駐車場、これの測量及び実施設計業

務を23年度で実施してございます。

最後になりますけれども、北海道新幹線の建設負担金でございますが、これは例年3月の

年度末ぎりぎりで確定いたします。今年度におきましても、約3,000万円ほどの不用額とな

ってございます。

私からの概要の説明は以上でございます。このあと各担当のほうからご説明申し上げま

すので、よろしくお願い申し上げます。

吉田委員長 それでは、さっそく決算審査の歳出・歳入の審査に入りたいと思います。

まず最初は、新幹線担当のほうですよね。

それでは、阿部主査のほうからよろしくお願いいたします。

阿部主査 まちづくり担当の阿部です。よろしくお願いします。

それでは、歳出の主な項目を説明させていただきます。

まずは、実績報告書26ページでございます。決算書も同じく26ページでございます。

4目 企画振興費についてですけれども、そこで主なものですけれども9節の旅費、主な用

務については、広域観光及び観光交流センターの打ち合わせ、先進地視察ということで金

額が108万6,060円という決算になってございます。

次に、実績報告書30ページ、決算書30ページをお開きください。

これについても統計調査費についても主なものということで、1節 報酬でございますが、

5年に一度の経済センサスがありまして、調査員報酬を支出しております。

次に、歳入の説明をさせていただきます。よろしいですか。

実績報告書14ページ、決算書も同じく14ページでございます。

決算審査特別委員会の説明資料につきましては、2ページと3ページをお開き願います。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、3目 総務費補助金についてご説明いたします。

1節 電源立地地域対策交付金、決算額は206万660円でございます。

この交付金につきましては、例年交付いただいておりますが、交付金事業の内容といた

しましては、保健推進運営事業の保健師人件費2名分に対する一部が交付金として措置され

ているということでございます。

次に、2節 地域活性化交付金、決算額は6,522万9,000円でございます。

内容につきましては、説明資料の2ページでございます。平成22年度の繰越事業ですが、

地域活性化・きめ細かな交付金4,819万2,000円。これについては、歳出の対応事業内容に

ついては、活魚畜養施設整備事業、2点目に御宮野落石防護柵整備事業、3点目に木古内小

学校遊具設置事業というふうになっております。

なお、このきめ細かな交付金につきましては、事業費の9割程度が交付金措置されてござ
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います。

次に、説明資料の3ページ、平成22年度のこれも繰越事業でございます。

住民生活に光をそそぐ交付金1,703万7,000円でございます。歳出の対応事業内容につい

ては、1点目として木古内小学校と木古内中学校、あとは中央公民館図書室の図書の購入と

いうことでございます。もう1点は、中央公民館屋上防水改修工事となってございます。

光をそそぐ交付金につきましては、事業費のほぼ全額が交付金措置されてございます。

次に、実績報告書16ページ、決算書17ページをお開きください。

14款 道支出金、2項 道補助金、5目 総務費補助金についてご説明いたします。1節

地域づくり総合交付金、決算額は90万円でございます。これについては、説明資料1ページ

にございますが、歳出の対応事業の内容につきましては、観光おみやげ品開発支援事業専

門家招へい報償費と観光おみやげ品開発支援事業補助金となってございます。この地域づ

くり総合交付金につきましては、事業費の2分の1が交付金措置されてございます。

次に、実績報告書17ページ、決算書17ページをお開きください。

14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、1節 総務費委託金でございます。

このうち、まちづくりグループ所管の決算額につきましては、土地利用規制等対策事業委

託金の5万円でございます。4節 統計調査費委託金のうち、まちづくりグループ所管につ

きましては、学校基本調査、工業統計事後調査、経済センサス調査区管理、経済センサス

活動調査でございます。

実績報告書20ページ、決算書22ページをお開きください。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入でございます。決算額のうち、まちづ

くりグループ所管分の決算につきましては、町政広報送付手数料3万4,000円と広報きこな

い有料広告掲載料31万5,000円でございます。以上で説明を終わらせていただきます。

吉田委員長 歳出・歳入の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。

竹田委員。

竹田委員 一点だけ確認したいと思います。企画振興費の国際交流の集い、2か年続けて多

分事業実施できないということで、ゼロの決算の中では、予算の時も、「前年は受け入れ

家庭を含めた諸々の要素の中で取り組みできない」ということだったのですが、23年度も

どういう理由で。例えば国際交流、いままで長年、結構、木古内も留学生の受け入れをし

ていたという実績があるわけですからその辺どういう事情なのか、まずそこをお願いした

いと思います。

吉田委員長 阿部主査。

阿部主査 いまのお尋ねの企画振興費の中の国際交流の集いということで、19節に負担金

がございまして、その実績がゼロとなっております。それについてのお尋ねということで、

国際交流ということで、留学生の受け入れを例年いま竹田委員さんから言われたように、

2年ほど前まで受け入れ家庭があったわけですけれども、町政広報でももちろん周知してお

りますが、去年もなく、ことしは去年の実績も踏まえてなかったことにより、さらに「対

応策がないか」ということも検討したわけですけれども、まず、「町政広報に少し多く載

せよう」ということで、2回ほど町政広報には載せて受け入れ家庭の募集を行っております。

募集を行ったところ、やはり受け入れ家庭についても、受け入れがなかなか厳しいという

ことで、いままで継続されて何年も受け入れされていた家庭が、受け入れが困難になって
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きているということが実情ですので、新たな発掘を今後も進めていかなければならないと

いうことで、同じような形にはなりますけれども広報で周知ということを去年もしており

ます。以上でございます。

吉田委員長 竹田委員、よろしいですか。

竹田委員。

竹田委員 予算執行できなかったという理由はわかりました。確かに、広報1本で住民周知

をして受け入れ家庭を募るというか、そういう部分の行為はやっているのはわかるのです

が、例えばまちづくりの皆さんも知っていると思いますけど、ことし体験観光の中で秋田

市の小学生の受け入れを民泊まで木古内では体験観光の中で取り組んだと。そういう一つ

の実績があるわけでありまして、その中でも体験観光の中でも受け入れ家庭を探すのにか

なり実際私のところにも打診に来ました、「どうでしょう」と。そのくらい例えばそうい

う部分をリストアップして個々に折衝をして、それでもだめだというのであればあれなの

ですが、はたして今後この次年度の予算の計上の中で、どういうふうにするのかという町

の考えもあるのでしょうけれども、やはり取り組む姿勢がちょっと広報1本だけではどうな

のかという部分を感じますので、次年度の部分は新年度の予算審議の中で議論しますけれ

ども、いまだ過去2年間振り返る中での、もし答弁があれば答えていただきたいと思います。

吉田委員長 新井田課長。

新井田課長 いま現在、国際的な流れが木古内のような小さな町でも、その流れの中にあ

るというような認識はしております。それで、ＡＬＴなども継続して来ていただいており

ますので、そんな中で国際的交流が2年間滞っているということでございます。これは、い

ろいろな受け入れ家庭の問題も、これまではあるのかなというふうに思っております。高

齢化ですとか、個々の家庭が事情があったようでございます。それはともかくとして、広

報でいま募集しているわけですけれども、なかなか新たな受け入れ家庭を広報だけでとい

うとなかなか限界があるのかなというふうにも感じますので、いま委員がおっしゃったよ

うに、これまでの人脈等を通じて、次年度に向けてそういうふうな方向で課内、あるいは

予算部局とも協議をしながら次年度に向かっていきたいというふうに思います。

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。

平野委員。

平野委員 調べればちょっとわかるのでしょうけれども、いま確認だけちょっと教えてく

ださい。その前に資料の3ページ、これは単位が間違っています。これは円ではなくて千円

ですね。これは間違っていると思いますので訂正してください。

資料、実績のほうの26ページの旅費なのですけれども、108万円のうち先進地視察に行か

れたということでしょうけれども、何か所、地域名とその地域の何を見てきたか、ちょっ

と教えてください。

吉田委員長 それでは、2点について片桐主査。

片桐主査 先進地視察の件ですけれども、岐阜県の土岐市、道の駅のどんぶり会館という

道の駅に、観光交流センターの運営形態や運営方法を勉強するということで、担当小野寺、

片桐、福井の3名で視察をしてまいりました。以上です。

吉田委員長 もう一点、資料の訂正はそちらのほうからきちんとしていただきたいと思い
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ます。

阿部主査。

阿部主査 すみません。それでは、資料の訂正をお願いいたします。先ほどの説明資料の

3ページでございます。右上の単位が「円」となっておりますけれども、申し訳ありません。

これを「千円」に訂正していただきたいと思います。よろしくお願いします。

吉田委員長 ただいま資料の訂正がありました。これを認めたいと思います。

平野委員、よろしいですか。

平野委員 よろしいです。

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。

片桐主査。

片桐主査 それでは、私のほうから新幹線推進費についての説明をいたします。

決算実績報告書の27ページ、決算書では同じく27ページをお開きください。

まず、9節の旅費でございます。普通旅費で31万5,600円、こちらは機構ですとかＪＲと

の打ち合わせの職員の旅費でございます。19節の負担金補助及び交付金の2段目でございま

す。北海道新幹線木古内町負担金としまして6,758万668円の支出でございます。こちらに

つきましては、北海道新幹線建設工事に係る木古内町の関係工事分といたしまして、この

内訳としましては、用地費や路盤工事、軌道工事などで、これの合計額が20億2,742万42円

となっておりまして、この30分の1の6,758万668円が当町の負担金となっております。新幹

線推進費については、以上です。

歳入はありません。

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、次に移りたいと思います。次は都市計画ですね。

福田主査のほうから説明をお願します。

福田主査 まちづくり新幹線課まちづくりグループ主査福田でございます。よろしくお願

いいたします。

それでは、歳出の説明をさせていただきます。

実績報告書40ページ、決算書39ページをお開きください。説明資料は8ページでございま

す。

労働諸費につきましてご説明いたします。委託料で北海道新幹線木古内駅周辺統一デザ

イン空間策定事業でございますが、これにつきましては、駅周辺空間を演出するあらゆる

施設の統一したイメージ図、パースを作成いたしました。内容につきましては、検討会を

5回開催し、駅前通の建物については「道南杉を使用する」「格子を設置する」などの統一

ルールを作成したところでございます。対象者の方々につきましては、資料をお渡しして

説明させていただき、現状では全員のかたのご理解をいただいているところでございます。

次に、実績報告書46ページ、決算書44ページをお開きください。

都市計画総務費についてご説明いたします。都市計画審議会についてでございますが、

平成23年度は1回開催してございます。
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次に、実績報告書の47ページをお開きください。説明資料は4ページでございます。

街路新設改良費についてご説明いたします。需用費で街路事業告知板がございますが、

これにつきましては、環状線通、町道冷水線の整備事業でございますが、都市計画法に基

づきまして、事業概要を周辺住民の皆さまに周知させていただくために設置したものでご

ざいます。委託料、都市計画道路環状線通実施設計等業務委託につきましては、環状線通

に係る道路並びに橋梁の測量・設計を行ってございます。

次に、決算書45ページをお開きください。

都市計画整備費についてご説明いたします。委託料につきましては、駅周辺駐車場に係

る測量・設計支障物件調査、不動産鑑定業務を行っております。以上で歳出についての説

明を終わります。

また、不用額食糧費に関する調書につきましては、当担当においては該当ございません。

続けて歳入の説明をさせていただいてよろしいですか。

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、歳入のほうも入ってください。

福田主査 それでは、歳入の説明をさせていただきます。

実績報告書、決算書ともに13ページをお開きください。

総務手数料についてご説明いたします。実績報告書、実績節内容の下から3行目、都市計

画図等交付手数料、決算額は3万5,500円となってございますが、このうち9,000円が当課に

関する決算額でございます。内容といたしましては、都市計画図の交付手数料となってご

ざいます。

続きまして、実績報告書14ページ、決算書は15ページをお開きください。

土木費補助金について、ご説明いたします。街路整備事業交付金、駐車場整備事業交付

金についてでございますが、先ほど歳出でご説明いたしました街路事業駅周辺駐車場整備

事業の財源となる国からの交付金ということでございまして、交付率はそれぞれ65％とな

ってございます。

続きまして、実績報告書17ページ、決算書は18ページをお開きください。

土木費委託金の都市計画委託金でございますが、昨年度、平成23年度、実績はございま

せんでした。

以上で説明を終わらせていただきます。

吉田委員長 ただいま都市計画担当の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑に入ります。質疑ございませんか。

平野委員。

平野委員 決算書の44ページ都市計画費なのですけれども、不用額については、金額は大

きくないということの説明だったのですけれども、審議会、おそらくこちらは2回やる予定

だったのが1回の開催だったと思うのです。それで、半分の不用額が5,000円になっている

と思います。旅費については、6万4,000円がほぼ使用されていないということなのですけ

れども、こちらについてなぜ1回しか開催されなかったのか。旅費については、どのような

計画だったのが使用されなかったのか。それとこの都市計画審議会というものを、非常に

私は重い会だと思っているのですけれども、この1回の開催の中身について、軽くでもいい
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のでどのような審議をされたのか報告いただきたいと思います。

吉田委員長 福田主査。

福田主査 ご質問の件でございますが、都市計画審議会につきましては、昨年度1回の開催

ということでございまして、理由につきましては、審議する案件につきまして、予算上2回

予算は持ったわけでございますが、1回の開催で済んだということでございまして、内容に

つきましては、審議会を開催後、懇談会という形で町内の街路事業整備、また様々なイン

フラ整備の状況をご説明しその後。

吉田委員長 ちょっといま防災無線のテストがありますので、暫時休憩をいたします。す

みません。

休憩 9:59

再開10:01

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き答弁をお願いします。

福田主査。

福田主査 その後、懇談会で町内の状況について、詳細な説明をまた改めてさせていただ

きまして、その後町内の現地を視察ということで、新幹線、高規格道路、また街路の整備

こういった状況について、公用車で現地を回って説明させていただいたところでございま

す。

また、旅費につきましてですが、これにつきましては、都市計画総務費におきましては、

都市計画審議会に係る費用弁償、これと、あとは都市計画担当課長会議等に係る職員の旅

費、これも計上してございますが、昨年度におきましては、担当課長会議また担当者会議

等につきましては出席することがございませんでしたので、不用額として残ったというと

ころでございます。

吉田委員長 平野委員、よろしいですか。

平野委員 きょうはいいです。

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、片桐主査のほうから。

片桐主査 それでは、私のほうから労働諸費の関係について、ご説明をいたします。

決算実績報告書の40ページ、決算書は38から39ページでございます。

なお、説明資料の7ページから8ページもあわせてご覧ください。

まず、労働諸費です。13節の委託料で緊急雇用創出推進事業に当課所管の事業が二つご

ざいまして、まず、一点目、一番上でございますけれども、北海道新幹線木古内駅誘客促

進事業でございます。こちらは報告書のほうは、本年6月の総務・経済常任委員会で、議員

の皆さまにお配りしております。内容につきましては、道南のモニターツアーを3回行って

おります。観光客を対象にしましたアンケート調査、個人旅行用のパンフレットの作成、

こういったものを事業として行っております。

続きまして、観光交流センター運営戦略検討事業でございます。
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こちらにつきましても、報告書については、本年の2月の総務・経済常任委員会で議員の

皆さまにお配りしております。

委託の内容につきましては、広域観光の情報発信手法のありかたの検討、管理運営販売

戦略等の検討、また地域材を生かしたグランドデザインの作成、こういった業務を委託を

しております。以上でございます。

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、これで終わりです。

以上を持ちまして、まちづくり新幹線課の決算審査を終了いたします。

お疲れ様でした。

次の課が準備できるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩10:04

再開10:13

（２）産業経済課

農業委員会

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、産業経済課に入りたいと思います。

産業経済課の皆さんおはようございます。よろしくお願いいたします。

最初に産業経済課木村課長のほうから一言お願いいたします。

木村課長。

木村課長 皆さんおはようございます。産業経済課の木村です。当日配布資料ということ

で、先ほど委員長のほうに議会事務局をとおして資料を一部提出させていただきました。

できれば配布について、お許しいただきたいというふうに思っております。

のちほどお願いいたします。

出席者の紹介について、私のほうからさせていただきます。水産商工グループの藤谷主

幹です。大山主事です。ほかに柏谷主事がおりますが、きょうは職員の健康診断というこ

とで出席できません。農林グループです。東主査です。羽澤主任です。吉田主事です。農

業委員会の農地グループ西嶋主査です。

吉田委員長 ただいま木村課長のほうから追加資料の提出がございました。これを認めた

いと思いますがよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、追加資料を配布しますので、暫時、休憩をいたします。

休憩10:14

再開10:15

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

さっそく決算審査のほうに入りたいと思います。
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最初に 木村課長のほうからお願いします。

木村課長 引き続き私のほうから決算の概要について説明いたします。

まず、各産業の現況についてお話ししたいと思います。

農業ですが、現在、人・農地プランというものを作成しております。

また、ここ数年来の戸別所得補償制度の導入によりまして、厳しいながらも農家、農業

者の経営が若干安定化してきているというような状況にあります。

今年度、南渡島地区農業振興対策プロジェクトチームというものを、木古内町と知内町

の行政と農協関係機関などで結成しまして、現在、農業の現況と課題について確認してい

る最中です。その中には老朽化施設の更新課題など入っておりますので、あきらかになっ

た時点で、皆さまがたに報告するとともにご相談申し上げたいと思っております。

林業です。今年度までは森林施業計画というものに基づいて、林業経営を行ってまいり

ました。法改正により今年度中に森林経営計画を策定して、今後5か年程度の木古内町の林

業の方向性を示すこととなっております。

水産業です。北海道で水産業・漁村振興推進計画というものを策定しております。これ

は、第2期の計画でありますが、この検証と課題を今年度行って新年度以降の第3期につな

げていくということになっております。木古内町におきましては、この計画に則りまして

施設の長寿命化事業を行って、施設整備や更新を行っている最中です。

商工・観光です。平成23年度までの事業を網羅して、現在、新幹線振興室とともに、北

海道新幹線開通に向けてのアクションプランというものを作成しております。今後、これ

を成案として各項目を進めていくこととしております。

また、商工会のほうでは指定管理者制度や第三セクターについての認識を深めることと

しておりますので、それについての支援を行っております。

労働問題です。平成24年度まで緊急雇用創出推進事業を行ってまいりました。これは、

今年度で期限が終わるということでありますが、情報によれば、平成25年度以降も何らか

の継続事業があるのではないかということもありますので、国の動向などを踏まえて情報

を収集して対応していきたいと思っております。

最後に農業委員会です。法令に則り新幹線事業などに伴う農地転用など、農地の適正化

事務を行っております。また、耕作放棄地など農地の遊休化の未然防止を図る活動を行っ

ているところです。

それでは、決算概要です。

産業経済課の決算について、ご説明いたします。

資料番号5、決算審査特別委員会説明資料中に、主要な施策事業等説明資料があります。

1ページに観光おみやげ品開発支援事業、2ページに活魚畜養施設整備事業、5ページに農

業経営基盤強化資金利子補給事業、未来につなぐ森づくり推進事業、平成22年度からの繰

越事業である林内路網整備事業、6ページに森林環境保全整備事業、森林整備加速化・林業

再生事業、7ページから9ページに緊急雇用創出推進事業、10ページから11ページにウニ・

アワビ人工種苗事業、12ページにホタテ養殖施設整備事業がそれぞれ記載されています。

これらが平成23年度の主な事業ですのでご参照ください。

また、15ページ以降の不用額一覧では、林業振興費、町有林管理費、商工振興費につい

て記載されております。
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歳出の執行率について説明します。

決算実績報告書の2ページや4ページに記載されておりますが、歳出の款ごとの執行状況

一覧に記載のとおり、労働費は執行率99.8％です。農林水産業費は執行率92.6％です。商

工費は執行率97.2％です。以降、事業詳細、不用額理由などについて、担当の主幹及び主

査より説明させます。以上です。

吉田委員長 それでは、さっそく最初に、水産商工担当藤谷主幹のほうから説明ですね。

藤谷主幹。

藤谷主幹 水産商工グループのほうから説明をさせていただきます。

お手元の資料の中の不用額のほうから説明をさせていただきます。16ページです。

款項目につきましては、商工費の商工振興費です。不用額は41万6,374円となっておりま

すが、これの内容は各節の残の部分の積み上げです。大きな部分の金額は、中小企業融資

の信用保証料補助金この部分が4月から3月までの間の期間がありまして、3月の見込みがあ

るということがありますので、使わないという場合でも3月の議会のほうに減額が補正提案

ができないとそういう内容となっておりまして、あわせまして41万6,374円ということにな

っております。

それでは、改めて歳出のほうから説明させていただきます。

よろしいでしょうか。

5款 労働費のほうから説明をさせていただきます。

実績報告書40ページ、決算書は38ページになります。主要な事業説明資料としまして、

7ページ、8ページ、9ページになります。全て新規事業ですので、全て説明をさせていただ

きます。

4節の共済費、これは次の7節の賃金にともなう共済費です。緊急雇用の創出事業に伴う

木古内町の直事業の雇用に対する社会保険料が48万2,129円と、雇用保険料5万9,928円あわ

せまして54万2,057円となっております。

次に、7節 賃金です。賃金は緊急雇用の事業でありまして、木古内町の直事業一つ目と

しまして、学校教育事業事務補助員設置事業です。この内容は、まず鶴岡地区のスクール

バスの運転、それと教育施設の草刈りという内容で担当課自体は生涯学習課というふうに

なっております。この金額が141万4,800円。

二つ目としまして、文化財保存整理文化振興事業、これも生涯学習課の担当となってお

りまして、中身は遺跡に伴う出土品の資料整理、洗浄、補修というような内容となってお

ります。これが180万6,900円、あわせまして322万1,700円となっております。

次に、13節 委託料です。北海道新幹線木古内駅誘客促進事業から北海道新幹線木古内

駅周辺統一事業デザインにつきましては、まちづくり新幹線のほうで説明があったと思い

ますが、金額のみ報告させていただきます。

まず、北海道新幹線木古内駅誘客促進事業につきましては2,236万5,000円、観光交流セ

ンター経営戦略検討事業につきましては1,147万2,909円、北海道新幹線木古内駅周辺統一

デザイン空間策定事業につきましては1,090万6,350円となっております。

次に、町有林の材積調査です。これは、委託先につきましては、木古内町森林組合、金

額が1,540万3,500円となっております。

次が、ホタテ養殖漁業管理体制調査事業、これは委託先が上磯郡漁業協同組合で事業内
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容につきましては、近年水温等が高くてホタテの出荷時に活力がないという部分がありま

して、それの実態調査を1年をとおして実施しました。

主な内容は、出荷される各港の水温調査、それと出荷時における活力調査、これらを調

査しまして23年度5月以降、1年間調査を実施しております。

次が、19節の負担金補助及び交付金ですが、昨年どおりの内容となっております。

労働費、予算額6,656万6,000円に対しまして、決算額が6,641万8,998円、執行率が99.8％

となっております。労働費の関係は以上です。続きはどうしますか。

吉田委員長 歳入に入ってよろしいですか。

（「いいです」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、歳入も引き続きお願いします。

藤谷主幹 歳入の説明をします。実績報告書16ページ、決算書も16ページです。

14款 道支出金、2項 道補助金、3目 労働費補助金、予算額6,647万4,000円、決算額

が6,633万775円、収入率につきましては100％、実績内容はただいま説明した内容となって

おります。労働費については以上です。

吉田委員長 労働費についての歳出・歳入についての説明が終わりました。質疑を受けま

す。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次にいきたいと思います。

藤谷主幹。

藤谷主幹 引き続き水産業費の説明をさせていただきます。

実績報告書43ページ、決算書41ページです。節の説明をします。

水産業総務費の9節の旅費については、昨年どおり11の需用費については、木古内町の4

つの港の照明等の電気料が主な金額です。あと、負担金補助及び交付金につきましても昨

年どおりです。予算額135万5,000円に対しまして、決算額134万5,601円、執行率が99.3％

となっております。

次に、2目 水産振興費について説明します。

説明資料は2ページ、10ページ、11ページ、12ページ、新規事業がありますので、これの

説明をします。

まず、13節 委託料、これはホタテ養殖施設の整備事業です。委託先は上磯郡漁協です。

これの内容は、不足する養殖施設それの整備という扱いで、40基1,047万9,000円となって

おります。昨年23年度から事業着手しまして、ホタテ養殖施設につきましては要望施設に

対しまして120に対しまして40基整備されましたので、今後残りの施設は80基というような

内容となっております。

次に、19 負担金補助及び交付金です。一つ目、津軽海峡人工種苗につきましては、松

前町から旧椴法華村までの9地区で人工種苗放流を実施しております。

当町におきましては、ヒラメが昨年は2万1,000尾、クロゾイが8,900尾という内容となっ

ております。あと以下、漁業近代化資金につきましては、新規事業、新規の借り入れはあ

りません。3件で56,665円となっております。

あとウニ、アワビにつきましては、資料の11ページ、12ページでお示しをしておりまし

て、各50万円ずつ、それと木古内町漁業協同組合財務整備資金利子補給金につきましては、
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平成16年度からあと来年度25年度を持ちまして終了するところまで来ました。その金額が

69万7,463円。

吉田委員長 説明中ですが、防災無線の試験があります。暫時、休憩をいたします。

休憩10:30

再開10:30

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き藤谷主幹のほうから説明をお願いします。

藤谷主幹 続きを説明します。

次に、木古内町漁業協同組合財務整備支援補助金、これにつきましても、いま申しまし

た部分の300万円ずつの補助金が、次年度25年度で終了するという時期に来ておりまして債

務負担行為で300万円を支出しております。

次に、広域種苗生産育成センター増改築事業、この事業は昨年22年度からの継続事業で

ありまして北斗市、知内町、木古内町の3つの部分で均等割で、43万2,000円の支出となっ

ております。

次に、活魚蓄養施設整備事業補助金です。これは、きめ細かな交付金事業対象事業で、

22年度の繰越事業となっております。この事業の金額が2,989万4,550円。事業内容は、老

朽化した施設の海水取水管350㎜のポリエチレン管を168.5ｍ敷設し、事故等もありました

が、いまは順調に動いているという内容となっております。あわせまして予算額4,600万2,

000円に対しまして、決算額が4,572万4,842円、99.4％となっております。

次に、歳入の説明をさせていただきます。

吉田委員長 引き続き歳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 それでは、歳入に入ってください。

藤谷主幹 実績報告書17ページ、決算書18ページです。

これは、14款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、これは漁港の利

用料に対する委託金の歳入です。これは、二通りありまして、漁港利用料につきましては、

18 %の歳入です。プレジャーボート、これが35隻ありますがそれの関係、全部で83件ござ

いますがこれが24%、あわせまして50万8,018円となっております。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。質疑ございませんか。

平野委員。

平野委員 一歩戻って良いですか。先ほどの件についてスピードについて行けなくて。

吉田委員長 労働のほうですか。平野委員。

平野委員 労働費の分なのですけれども。

吉田委員長 終わっているので、本来ならあれなのですけれども。

平野委員。

平野委員 ではよろしいです。

吉田委員長 ほかにございませんか。

佐藤委員。
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佐藤委員 私も、ちょっと聞き漏らして質問できなかったわけですが、農業総務費の中で

質問1点だけお伺いしたいと思っているのですが、これは戻れますか。

吉田委員長 まだやっていません、これからです。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ございませんね。

ないようなので、次にいきたいと思います。

商工ですね、藤谷主幹のほうから説明をお願いいたします。

藤谷主幹 よろしいですか。それでは、7款 商工費のほうについて説明いたします。

実績報告書は44ページ、決算書42ページです。

まず、商工総務費につきましては、負担金補助及び交付金につきましては、昨年度どお

りという内容となっておりまして、ただ、木古内商工会に対する補助金につきましては、

商工会職員4名のうち3名に対する人件費補助金という内容となっておりまして、要望額に

対して7割という算出の仕方で368万7,000円、商工総務費の予算額が379万7,000円に対しま

して、決算額が378万7,000円、執行率が99.7％となっております。

次に、商工振興費です。商工振興費も新規事業が多々ありますので、改めて説明をさせ

ていただきます。まず、8節の報償費です。報償費につきましては、鶴岡の物販、それとさ

っぽろオータムフェストの出展報償費、観光おみやげ品開発支援事業専門家招へい報償費、

この3点がございますが、各々金額が鶴岡が8万6,420円、さっぽろオータムフェスト関係が

3万円、観光おみやげ品についてが30万円、これの中身につきましてはあとのほうで負担金

の部分が出ますので、その時に内容を詳しく説明をします。

次に、旅費です。旅費については、職員旅費です。いま鶴岡、札幌、もう一つは、はこ

だてみなみ北海道グルメパークｉｎ仙台というのがございました。これらについてもあと

のほうで改めて説明をしますが、旅費の合計が26万5,540円となっております。

11の需用費、それと役務費、14の使用料及び賃借料については、昨年と同額となってお

ります。

次に、19の負担金補助及び交付金になります。一つ目は中小企業融資信用保証料補助金

です。これは23年度は7件でした。トータルが積み上げの保証料金額が1,440万円でした。

この積み上げの金額が38万1,850円です。

次に、中小企業融資利子補給金です。これは、運転資金が22件、設備資金6件あわせまし

て28件、金額が92万6,486円という内容となっております。

次に、木古内町観光協会補助金です。この金額は、内容的には去年観光パンフ、それと

体験観光推進協議会、それと道南スタンプラリー、それと札苅・泉沢の夏祭りあわせまし

て52万8,000円の支出をしております。

次に、寒中みそぎフェスティバルです。この補助金が110万円です。いろいろ支出する項

目がありますが、町のほうでは補助対象を決め中身で言いますと会場設営費、イベント費

それらを固定化しまして支出をしております。昨年の寒中みそぎにつきましては、事務局

調べ参加スタッフが2日間延べ500人、町民・観光客4,000人、計4,500人という数字を出し

ております。

次に、木古内テント市商店会補助金でありますが、この部分は予算化をしておりました

が、テント市につきましては、22年の災害時に屋根が壊れまして、その保険料が数百万円
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入ったということで、自己財源があるということで、補助金は要らないという部分があり

まして支出はしておりません。

続けます。次に、鶴岡、緑の鶴岡・農林水産まつり出展負担金です。これは、昨年の10

月15日、16日山形県鶴岡市のほうで開催されておりまして、当町も参加しております。こ

れの出展負担金につきましては、4万3,290円です。全体の売り上げは194万円ほどです。前

年度比40万8,000円ほど増となりました。木古内町参加者につきましては、特産会というと

ころで6名、木古内町職員が2名、計8名となっております。

次に、さっぽろオータムフェスト出展負担金26万円、これにつきましてはブース代です。

これも、実施時期は9月21日から24日まで、集客数は29万8,000人というふうになっており

ます。全体の売り上げは173万6,000円です。前年度比、日にちも1日多かったのですが、約

70万円の増となっております。

次に、第28回ふるさと産業まつり、これの関係につきましては11月3日に行われました。

補助金については15万円です。

次が、きこない咸臨丸まつり、補助金の額は160万円です。これもみそぎと同様、補助対

象経費を会場設営費、それとイベント費にあわせまして支出をしております。参加スタッ

フは500人、町民・観光客延べ3,000人、事務局調べ3,500人となっております。

次に、観光おみやげ品開発支援事業補助金です。きょう追加で資料を提出させていただ

きましたけれども、その説明に入らせていただきたいのですがよろしいでしょうか。

本事業は、23年度新規事業という中身で実施をさせていただきました。過日の常任委員

会等でもありましたが、その内容を一覧にしてみました。資料の説明をします。参加業者

につきましては6業者で、内容につきましては商品の名称等は記載のとおりです。販売単価

についても、各商店が決めている価格を掲示しております。販売箇所につきましては現在、

当店ということで販売店のほうでの販売、それといろいろな各祭事がありまして、町外と

なりますが、物産会場等の販売となっております。事業費につきまして各々みな違います。

町の補助金は当初5つの業者を想定しまして、30万円以内ということだったのですが、これ

は6業者ということで、予算の範囲以内ということで25万円ずつの補助金となりました。あ

と、8月末でそういうものが、どのように売れているのかという部分を確認をさせていただ

きました。1番目の瑠瞳さんにつきましては、はこだて和牛味付けのバラ肉のほうは、ちょ

っと売れ行きが良くなく、和牛シチューというものが70個の8万9,600円となっているそう

です。それと、久上さんにつきましては、エゾ鹿ジンギスカンこれが1,800個、158万4,00

0円の売り上げとなっております。あと末廣さんにつきましては、もちパイという商品名で

2,200個、単価が130円で28万6,000円となっております。有限会社ヤママルさん、これにつ

きましては、ヒジキの佃煮という部分で現在220個11万5,500円となっております。次のヒ

エヌキさんですけれども、この部分が昨年より着手しまして、試行錯誤といいますかいろ

いろな試作品を作りました。内容的にこの中に入るものが木古内産長芋という部分をメイ

ンにしておりまして、それにがごめ昆布を入れて松前漬けふうにすると、それの本年の当

町の長芋が採れる10月より、そういう商品を作ってサンメイトさんのチラシ等で、木古内

おみやげ品開発事業商品と銘打ってチラシを出しながら販売をしていくということを確認

しました。秋山農園さんにつきましては、みそぎボーイのマスコット、これは8㎝程度のマ

スコットで4体、4種類のものを作りました。これの開発費に伴う経費ということでした。
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これがいま現在260個、500円、13万円の売り上げとなっております。資料の説明は以上で

す。戻ります。

次に、「函館・みなみ北海道グルメパークｉｎ仙台」これが当初、震災がある前は5月に

仙台市のほうで開催する計画にありました。震災がありまして、ことしの24年の3月17、1

8日に開催することとなりました。目的は、みなみ北海道を売り込むという目的で函館市・

北斗市・七飯町・木古内町・知内町・福島町・奥尻町そういう町が参加しまして行われま

した。内容的には売り上げはあまり多くなかったのですけれども、全部の町村が行ったわ

けではなく、特別負担金が20万円、それと出展負担金が5万円で25万円の支出をしておりま

す。集客は2日間で3万5,000人と聞いております。

次に、21節 貸付金です。金融機関預託金です。これは、町融資の関係の部分のお金を

金融機関預託金として600万円、北海道銀行に300万円、函館信用金庫に300万円、計600万

円を計上しております。あわせまして商工振興費のほうを終わります。

歳入にいってよろしいですか。

吉田委員長 歳入に入りますか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ちょっと長いですけど大丈夫ですか。頑張ってください。

藤谷主幹 はい、歳入がちょっと分かれておりまして、まず16ページ、実績の16ページな

のですが、観光おみやげ品のいま説明しました内容が道の補助金をいただいておりますの

で、総額180万円に対して2分の1、14款 道支出金、2項 道補助金、5目 総務費補助金で

90万円が歳入があります。

次に、17ページ、決算書の18ページ、これは商工会の権限委譲の委託金です。これにつ

きましては、商工会のほうからの決算書の関係の受理、それと商工会の立入検査をしてお

ります。あと、権限委譲で電気用品の安全法の権限委譲もありまして、あわせまして予算

額6万6,000円に対しまして決算額は6万4,410円となっております。

次に、19ページ諸収入です。これは、いま最後に歳出で説明しました預託金ですけど、

これが4月1日から3月31日までの預託で1回戻していただいて、利息を付けてまた4月1日か

ら預託をしながら町融資を実施しているという関係もありまして、利息の部分、利子が1,

802円ありまして、予算額が601万6,000円に対して、決算額が600万1,802円、 99.8％とな

っております。

もう一つ、最後が19款 諸収入です。雑入の関係です。これのいきいきふるさと推進事

業助成金80万円とあります。これは、咸臨丸まつりの補助金160万円町で支出しております

が、その2分の1相当が補助金として入ってきております。あと緊急雇用に伴う雇用保険の

繰替金これが1万9,329 円というふうになっております。以上です。

吉田委員長 ただいま商工費の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑に入る前に11時まで暫時、休憩をいたします。

休憩10:50

再開10:59

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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商工費の歳出・歳入の説明が終わりました。質疑を受けます。

竹田委員。

竹田委員 一点だけ44ページ、負担金でテント市の補助金が22年の災害、多分雪害の補償

というか、それなのかなと思うのですけれども、今後その補助金はテント市に補償金が多

額に出たので、今後この補助金は出てこないということなのか、単年度だけ例えば保険金

が出たから要らない。これは、確かに自分の記憶の中では固定資産見合いの部分を町が補

助していたという記憶するのですが、今後のこの部分を含めて、ただやはり保険金が多く、

例えば出て余ったから補助金が要らないというのは、町が出している補助金の主旨とはち

ょっと違うのかなというふうに思うし、今後、この部分の補助金は要らないということな

のかを含めて答弁お願いいたします。

吉田委員長 藤谷主幹。

藤谷主幹 ただいまの質問ですけれども、内容を確認しましたら22年の風による屋根が剝

がれた内容でした。保険金額は200何十万ありまして、その時点で協議をしました。テント

市は、個人ではなくて何人かの組織でありまして、そういう保険料が出たとしても個人に

分配するというような内容ではなくて、自己財源があるので23年度については自力でやり

ますという内容でした。24年の部分は、予算要求が町のほうにはありませんでした。とい

うのは、自己財源の中で、固定資産もいままで町のほうにお願いし支出をいただいてきま

したが、24年も自力で払うということでした。「その後どうしますか」という内容につき

ましては、商工会を通じて町のほうに単年度で要望がありますので、そのテント市の運営

状況見合いを中身を見ながら不足またするという状態があったときには、改めて協議をさ

せていただくというような回答でうちのほうは受けております。

吉田委員長 竹田委員。

竹田委員 一応、理解はしますけれども、ただ、やはり補助金の主旨だとかテント市組織

の部分、これについては、今後の事務調査等の中でも詳しくまた検証、場合によっては資

料要求等も含めて行いたいなというふうに思います。ただ、今度25年度の予算編成の時に

どうだという、いろいろな議論にもなる可能性もあるのかなというふうに思いますので、

その辺も含めて十分精査してください。

吉田委員長 いまの質問について木村課長のほうから何かありますか。

木村課長。

木村課長 木村です。竹田委員のおっしゃるとおり、テント市に対してどのような支援が

できるかということで協議した中で、固定資産税相当額の見合いの支援をしていこうとい

う経緯でした。それで、先ほど藤谷のほうから説明したとおり、主旨について特別な収入

があったので若干良化したということでございます。竹田委員のおっしゃるとおり、テン

ト市の支援についてお金のみでなくて、どのような支援をしていくかということについて、

商工会を含めて今後も協議していきたいと思いますので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。

東出委員。

東出委員 まず一点、使用料及び賃借料44ページ、車の借り上げなのですが、札幌に行っ

ても山形に走っても同じ15万円なのですが、この根拠はどういうことで15万円に設定した

のかお伺いしたいと思います。まず、それ一点。それから、毎年この課になると、以前は
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電源支援事業という名前のものが出てきて、それでもってお祭りのお金の半額助成とか補

助とかやっていたのですが、いまこう見ますとまちづくり交付金に名前が変わってしまっ

ているのですが、以前から藤谷主幹のところで電源の関係のお金をやっていたと思うので

すが、ことし出ていないので、まずその辺の経過を教えていただきたいなと思います。

それからもう一点は、今朝ほど観光みやげ品の開発のことで150万円、単年度で町補助6

か所25万円助成をしているのですけれどもこれはどうでしょうか。現状商品化されて木古

内町のおみやげ品に全部なっていく可能性があるのかどうなのか。現状売り上げもこう出

ていますけれども、おみやげ品として自信を持って売っていけるものだと認識しているの

か、その辺の判断をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

吉田委員長 藤谷主幹。

藤谷主幹 ことしの予算委員会でも東出委員のほうにも質問されておりますけれども、こ

の車の借り上げ料につきましては、行くグループの中で1台の車を借りるという部分があり

まして、一律といいますか、民間業者に頼むと高額になるという部分で、3万円という内規

といいますか内部で決めておりまして、その額を使って物販に行くときには、単価1日3万

円という額を決めて支出をしております。

それと、二つ目の電源の事業なのですけれども、いま休憩等で確認をしてきましたが、

この部分のお金は、産経の前のまちづくりのほうで歳入の中で報告をしていると思います

が、ことしは23年度につきましては、町のほうには206万円が入っておりまして、それの支

出内訳は保健師の人件費に充てていると。それで、この部分の電源のお金は数年前までお

祭りだとか、例えば水産のほうでは漁場基本図だとか、そういう部分の4分の3の補助金を

いただいて事業をいろいろ実施しておりましたが、いまはまち課のほうでそのお金を管理

しておいて、そのお金の使い道は町の中で調整しながら支出しているという内容となって

いるということです。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 観光おみやげ品開発支援事業へのお尋ねです。23年度につきましては、記載の

とおりの商品を開発していただいたということで、このフォローといたしまして専門家を

お招きして、3回商品のブラッシュアップといいますか、売れる商品に対してのアドバイス

などをいただいた成果としてのものであります。町といたしましては、それらを踏まえて

こうような商品になったと捉えております。

また、ご承知のとおり24年度以降も観光おみやげ品開発支援事業を継続していきますの

で、それらの中で一定のものは木古内町のおみやげ品として認知される、あるいは特産品

として認知されるべきために行っているということで、ご理解いただきたいと思います。

以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 いま、課長のほうから説明があったけれども、決して私は足ひっぱりなような

ものの言いかたをするわけではなくて、いままでいろいろなものを当町20年になるけれど、

いろいろなものに手をかけてきたのです。黒豆ドリンクだとか、昔を言えばいっぱいあり

ましたよね。つい最近では「ほたて炙り丼」とかあったわね。今回こうやって6品、それぞ

れの6業者の人はいろいろと努力しているのは私はわかるのですけれども、やはりどこかで

尻切れトンボというか、いまはもうやってないとか、炙り丼にしてもあまり注文しなけれ
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ばやれないとか、いろいろなことが合い重なっているのです。まして、この食べ物の分に

関してはいろんな嗜好品の変わりが早いものですから、すぐ飛びつくけれども1回食べれば

大したことないわと。平たい言葉で言えばそんなことがあるので、やはり費用対効果を十

分これを考えて、業者さんの人にもこれ以上の、どうやって今度そうしたら販売戦略を打

ち立てていくのかというところまで行政として係わっていくべきだと私は思うのですけれ

ども、その辺の部分についてどういう考えを持っているのか、この機会にお伺いしておき

たいと思います。

それから、ここに総務課長も同席しておりますので、先ほどまちづくり新幹線課が終わ

ってしまったのですが、電源支援の関係の。そうすると、去年は206万円あって保健師の人

件費に充当したということなのですけれども、使い道についてはわからないのですけれど

も。これはそうすると、今年度も決算とちょっと離れて申し訳ないのですけれども、電源

支援の関係の部分はいつまでもらえるのだろうか、ことし予算すぎてちょっと忘れてしま

ったのですけれども。使い道、制約がないものなのかどうか、いままでですといろいろな

イベント等に使っていて、今回初めて聞いたら保健師の人件費に充当したのだということ

なのですけれども、大変勉強不足で申し訳ないのですが総務課長お願いします。

吉田委員長 2点の質問、最初に木村課長のほうから。

木村課長 観光おみやげ品開発支援事業の件です。東出委員がおっしゃられたとおりです。

消費者志向の問題ということで、全ての商品が特産品として長い期間残るというのはなか

なか厳しいのではないかというふうに思います。ですが、せっかく開発していただいたも

のですので、おっしゃられたとおり、どのようにすればより消費者受けをして売れる商品

にまたなっていくのかなということについて、これは商品の本体もそうですけれどもパッ

ケージのあれも含めていろいろ考えられますので、行政として支援していきたいと思って

おります。ちなみに今年度については、商工会と協議して経済産業省の事業で専門家を招

へいしたりしておりますので、そのような場にもこの開発した事業者に来ていただいて、

今後も相談しながらできる限りの支援をしていきたいと思っております。以上です。

吉田委員長 総務課長、よろしいですか。

大野総務課長。

大野総務課長 ただいまの東出委員のご質問に対して十分な資料を持ってきていないので、

少し思い出しながらの話になって申し訳ないのですけれども、実績報告書の14ページです。

こちらのほうに、国庫補助金ということで実績報告書の14ページ歳入です。電源立地地域

対策交付金、昨年までの補助とは変わっています。これは、北海道のほうから本州方面に

余った電力を供給しているということで、そういった地域に対して「国が補助金を出しま

すよ」という制度に変わりました。その中にあって火力発電所を含む発電所の立地地域の

近隣市町村に対して補助金が出ると。「イベントはだめです」というふうになりました、

制限はあります。それで、「地域の安心・安全等に取り組む事業はいいですよ」というこ

とで、そういうメニューがあったものですから、そこを受けて保健師の人件費に充当する

ということにいたしました。これは、予算委員会等でもすでに説明している内容です。大

変申し訳ないのですが、時限立法だったかどうか私は把握していなかったのです。3年なの

か5年なのか永久なのか、とにかく北海道から本州のほうに電力を供給していますので、そ

れが続く間はこの事業は、そして補助金はもらえるだろうなというふうな認識は持ってい
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ます。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 ただね総務課長、それは余剰電力があったからこういうのをもらえるわけです。

いま原発がストップになっていて、いま道内においても「7％の節電をしなさい」とか何と

か厳しい状況の中で火発が動いていますよね。であれば、逆にもう余剰電力というのは北

電は北電でも持っていなければならないから出せないと、私はそんな気もするので、やは

り先ほど言ったように最終的にこの運用はちょっともう一回調べていただいて、その時限

立法なのか、やはりこういういまの震災があってから変化があるのかどうなのか、確認し

ていただきたいとこのように思いますので。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 前任ということで答弁させていただきます。総務課長なり東出委員の認識どお

りです。北海道から本州のほうに電力を移出したものに対して、そこの電源地域に交付金

というものが交付されます。この震災後、特に今年度については、皆さんもご承知のとお

り電力不足ということで、北海道から本州への連携の電力融通量が60万キロワット、30万

キロワットの2本あるのですが、これについて本州から電力をいただいている状況になって

おります。したがって、北海道なり北電からの連絡というのはいまのところないようです

が、この電源立地地域対策交付金については交付されないのではないかというふうに想定

しておりました。以上です。

吉田委員長 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、商工水産これで終わりですね。

お疲れ様でした。次に移ります。

よろしいですか。それでは、農林係の歳出・歳入の説明に入りたいと思います。

東農林担当主査のほうから説明をよろしくお願いします。

東主査 それでは、農林グループ所管の決算について、ご説明させていただきます。

農業総務費、農業振興費、畜産業費の3つがございますので、主要なものについてご説明

させていただきます。

はじめに、決算実績報告書41ページ、決算書39ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費です。

予算額3,202万9,000円に対しまして、決算額3,194万5,597円で執行率は99.7％となって

おります。19節 負担金補助及び交付金、各種団体等への負担金として、189万8,137円を

負担しております。うち、水土里ネット負担金11万2,500円となっております。水土里ネッ

ト情報システムを23年7月より本格実施いたしました。本来は1年間分15万円なのですが、

7月より実施したことによる75％の負担となっております。

続きまして、木古内町農業再生協議会157万5,237円となっております。

戸別所得補償制度の事務を行う際の推進事務費で、全額国の補助となっております。昨

年、平成23年6月の定例議会において補正させていただいたものでございます。

続いて、23節償還金利子及び割引料、基盤整備をした債務負担分で3,004万7,460円とな

っております。平成26年のまで償還となっており、現在末の残として6,095万6,031円の残
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額となっております。

続いて、4目 農業振興費です。

決算実績報告書同じく41ページ、決算書は40ページをお開き願います。

予算額149万5,000円に対しまして、決算額135万3,767円で執行率は90.6％となっており

ます。不用額は14万1,233円です。不用額の原因といたしまして、需用費で13万6,000円を

計上いたしておりましたが、転作田関係のシステムソフト購入費を見込んでおりました。

先ほど説明した農業再生協議会の推進事務費の中で、購入できたことによる不用額となっ

ております。19節 負担金補助及び交付金で129万3,287円となっております。農業経営基

盤強化資金利子補給金、農地保有合理化事業利子補給金、土地改良負担金償還特別緊急支

援対策事業利子補給補助金につきましては、例年どおりの制度資金の利子助成となってお

りますので、記載のとおりとなっております。新規事業といたしまして、新規就農希望者

支援事業助成補助金で2万円の支出をしてございます。これにつきましては、22年から新規

就農者の研修ということで、当町で受け入れをし23年7月から新規就農したかたが、平成2

3年4月に研修を受けた農家さんへの支援策としての補助金2万円の支出となっております。

5目 畜産業費です。

決算実績報告書は42ページ 決算書は同じく40ページとなっております。

予算額89万4,000円に対しまして、決算額87万4,503円で執行率は97.8％となっておりま

す。

負担金補助及び交付金で主要なものについて説明させていただきます。

大家畜経営体質強化資金利子補給金、家畜糞尿処理適正化事業助成金、畜産経営維持緊

急支援資金利子補給補助金、これにつきましては制度資金等による利子補給となっており

ます。褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業助成金33万3,130円につきまして説明させていただき

ます。21年度から実施しておりました町の事業でございまして、1頭あたり35万円を上限に

10分の1を助成したものでございます。5戸の農家で昨年は10頭導入しておりまして、導入

費につきましては、357万4,200円です。平均35万7,000円となっております。

助成上限オーバーとなっている牛が5頭おりました。最高で43万2,000円、最低で29万7,

000円というふうになっております。

続けて歳入に入ってよろしいですか。

吉田委員長 歳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 歳入に入ってよろしいです。

東主査。

東主査 続けて歳入について、ご説明させていただきます。

決算実績報告書14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、2項 国庫補助金、4目 農林水産業費補助金、1節 農業費補助金で

63万円となっております。先ほど歳出の農業振興費で土地改良負担金償還特別緊急支援対

策事業利子補給補助金63万円が国から全額入ってきているものでございます。

続きまして、決算実績報告書16ページ、決算書17ページをお開き願います。

14款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金です。

208万4,723円となっております。歳出の農業振興費、畜産業費で説明いたしました負担金
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補助及び交付金の各種制度資金の北海道分の持ち分の利子分の歳入となっております。

また、農業総務費の負担金補助及び交付金で説明いたしました木古内町農業再生協議会

分として157万5,237円の歳入となっております。以上、農政の部分について説明を終わら

せていただきます。

吉田委員長 ただいま農政の部分の歳出・歳入に係わる決算説明が終わりました。

これから質疑を受けます。

質疑ございませんか。

佐藤委員。

佐藤委員 ただいま説明をいただきましたが、歳出の41ページの先ほどの担当のほうから

説明を受けたわけでございますが、木古内町農業再生協議会補助金ということで157万5,0

00円と歳入のほうで受けている157万5,000円、これは木古内町農業再生協議会でこの金額

を受けて、補助金として農業戸別補償制度推進補助金として受けて、そして木古内町農業

再生協議会でこれを支出したというふうに理解していいのか。そして、この再生協議会で

というその中身をもう少し説明をいただければというふうに思っております。

吉田委員長 東主査。

東主査 ただいまの佐藤委員の質問に対して説明させていただきます。説明の際、若干説

明不足で大変申し訳ございませんでした。木古内町再生協議会の補助金につきましては、

国から町を経由して協議会のほうに支出しているというような内容となっております。

また、協議会の内容ではございますが、もともと水田農業推進協議会というものがござ

いまして、それが国の制度上、再生協議会というふうにして名称を変更したものでござい

ます。中身といたしましては転作関係の事務、または戸別所得補償制度に関する事務、そ

れに担い手対策耕作放棄地に関することを追加した新たな協議会となっております。以上

です。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。

佐藤委員。

佐藤委員 いま東主査のほうから説明がございましたけれども、非常に大事なことだと私

は理解するのです、この再生協議会というものを。ですから、このことについてもっと我

々もそうですが、農家の方々も理解しておられるのかどうか。その辺のことをいま説明が

ございましたから、大まかには理解できましたけれども、もっとこれをやはり農家に入っ

て「協議会がこういうことをやっているのですよ」と、説明する必要もあるのではないか

というふうに思います。

吉田委員長 東主査。

東主査 再生協議会への農家さんへの認識度というか理解度という部分につきましては、

各種協議会主催の総会も含めて、農家さんを対象に戸別所得補償制度の説明会等を行って

いる中で、農家さんには周知をし、会議等に出席いただいているという中で、協議会の理

解、認識についてはあるというふうに思っております。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。

佐藤委員。

佐藤委員 もう1点ですが、長年、町のお世話になってきた償還金の関係なのですが、年に

おおよそ3,000万円というのが償還金があるわけですが、あと2年残って、金額にしていく
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ら残っているか、ちょっと説明して。

吉田委員長 東主査。

東主査 償還金の償還期限につきましては、平成26年まで。残につきましては、6,095万6,

031円となっております。以上です。

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、次にいっていいですね。

東主査。

東主査 それでは、続きまして、林政の部分につきまして説明させていただきます。

林業総務費、林業振興費、町有林管理費の3目ございまして、主要なものについてご説明

させていただきます。

決算実績報告書42ページ、決算書40ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、 2項 林業費、 1目 林業総務費です

予算額129万7,000円に対しまして、決算額98万5,400円で、執行率76％となっております。

不用額は31万1,600円となっております。 8節 報償費です。78万6,000円となっておりま

す。林野火災予防巡視人報償費あとは残り、熊・キツネ・タヌキ・シカ出動報償費、ワナ

見廻報償費、捕獲奨励報償費という内訳となっており、昨年につきましては、熊2頭、キツ

ネ・タヌキ21頭を捕獲しております。不用額23万1,000円につきましては、当初見込んでい

た捕獲及び出動などが少なかったことによる不用額となっております。

続きまして、19節 負担金補助及び交付金で、17万円となっております。各種団体への

負担金及び補助金となっております。

続きまして、2目 林業振興費です。

決算実績報告書42ページ、決算書は40ページと41ページになっております。

また、主要な政策事業等説明資料5ページ、不用額一覧14ページも参照願います。

予算額4,162万円に対しまして、決算額3,359万542円で、執行率は80.7％となっておりま

す。そのうち4,000万円につきましては、前年度繰越分となっております。不用額802万9,

458円のうち779万8,730円につきましては、中核作業道佐女川支線開設工事に伴うものとな

っており、残り23万728円につきましては、林道補修の際の使用料及び賃借料、原材料費及

び未来につなぐ森づくり推進事業の補助金の残となっております。9節 旅費、11節 需用

費につきましては、前年度繰越事業の中核作業道佐女川支線開設工事に伴う事務費となっ

ております。

13節 委託料229万5,600円です。林道維持補修委託料12万円につきましては、中野町内会

へ委託しております草刈りの委託となっております。 中核作業道佐女川支線調査設計業務

委託料217万5,600円です。前年度繰越事業で、3月25日から5月31日の期間で札幌の北海道

農林土木コンサルタントに発注したものです。14節 使用料及び賃借料、15万3,909円です。

これにつきましても、前年度繰越事業でパソコンの借上料となっております。不用額10万

6,091円は、重機借上料6万円とパソコンの借上料の残分として4万6,091円となっておりま

す。15節 工事請負費で2,954万4,900円となっております。これにつきましても、前年度

繰越事業の中核作業道佐女川支線開設工事となっております。請負業者は、大森組で7月5

日から11月30日の工事期間となっており、延長は1,420ｍとなっております。前年度繰越額
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が4,000万円となっていることから、総体事業費は3,220万1,270円で、779万8,730円の不用

額となっております。不用額の内訳といたしましては、延長が1,600ｍから1,420ｍになっ

たことによる180ｍの減になったこと、または発注の際の入札残が大きな要因となっており

ます。当初、メートル単価2万5,000円で1,600ｍで予算措置されておりましたが、最終的に

はメートルあたり2万2,677円となっております。また、事業費のうち1,270円は町の持ち出

しとなっております。19節 負担金補助及び交付金126万9,272円となっております。

森林作業員長期就労促進事業負担金、ふるさとの未来につなぐ森づくり推進事業として

の補助金となっております。

続きまして、3目 町有林管理費です。

決算実績報告書は43ページ、決算書41ページになっております。

予算額1,985万5,000円に対しまして、決算額1,795万1,098円で執行率90.4％となってお

ります。不用額は190万3,902円で主に町有林間伐の委託料の不用額となっております。

12節 役務費で11万8,781円で、町有林の火災保険加入料となっております。13節 委託

料1,783万2,317円です。主要な施策等説明資料の6ページ、不用額の14ページを参照願いま

す。森林環境保全整備事業下刈業務委託で、43万4,700円となっております。大平地区の下

刈りで、森林組合へ委託しており、面積は4.54 haで道より26万7,352円の補助を受けてお

ります。

続きまして、森林環境保全整備事業杉間伐業務委託で1,073万117円となっております。

事業箇所、大平で6.88 ha、幸連で21 ha合計で27.88 haで、道からの補助金は725万1,5

36円となっております。全体で見る内容ですが、主要施策の6ページの中で説明させていた

だきます。

事業費で1,073万117円で、販売収入で1,213万8,601円で、販売手数料114万899円で手数

料を差し引きますと1,099万7,702円が実質的な販売収入となっており、26万7,585円が販売

利益となっております。

販売単価は、杉が7,825円、カラマツで1万670円となっており、事業費総体で見る単価は

8,085円となります。

北海道からの補助金は、当初予算で425万6,000円を見込んでおりましたが、標準単価の

見直し等があり、725万1,536円の補助金で、総体事業費で見る町の収入は、利益と補助金

で751万9,121円となっております。

不用額につきましては、187万1,683円で事業費精査等による不用額となっております。

当初予算で見込んでいたヘクタール当たりの材積を70立方で見ておりました。70立方で1,

980立方の販売材積を見込んでおりましたが、実績としてヘクタール当たり53立方で、1,5

01立方の販売材積となったことによる不用額となっております。

続きまして、森林整備加速化林業再生事業間伐業務委託で667万500円となっております。

これにつきましては、幸連地区で28.16 ha事業を行っております。

歳入のほうに入ってよろしいですか。

吉田委員長 歳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 それでは、歳入の説明をお願いします。

東主査。
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東主査 続けて歳入について説明させていただきます。

決算実績報告書16ページ、決算書17ページをお開き願います。

14款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金4,708

万7,984円です。歳出の林業振興費で説明をいたしました未来につなぐ森づくり推進事業で

70万1,596円、町有林管理費で説明いたしました森林環境保全整備事業下刈り分26万7,352

円、間伐分725万1,536円で合計751万8,888円となっております。森林整備加速化・林業再

生事業で同額666万7,500円、同じく森林整備加速化・林業再生事業の次年度繰越分で中核

作業道分です、3,220万円となっております。

決算実績報告書17ページ、決算書18ページをお開き願います。

14款 道支出金、3項 道委託金、3節 農林水産業費委託金、2節 林業費委託金、16万

9,600円となっております。道より権限委譲されております有害鳥獣捕獲許可に伴う許可数

掛ける単価で15万6,600円、自然環境等保全条例委託金として1万3,000円の歳入となってお

ります。

次に、決算実績報告書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、2項 財産売払収入、2目 生産物売払収入、1節 生産物売払収入で1,

099万7,702円となっております。これにつきましては、町有林管理費で説明いたしました

町有林間伐事業の財産収入となっております。

次に、決算実績報告書20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、4節 雑入で産業経済課という欄がございますが

そのコピー料金3,900円となっております。中核作業道佐女川支線開設工事発注に伴うコピ

ー料金となっております。以上です。

吉田委員長 ただいま林業費についての歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑を受けます。質疑ございませんか。

東出委員。

東出委員 ちょっと速くてついていけないです。ただ当初、杉の材積なのですけれども、

当初70立方を見込んでいたけれども製品にしたら59立方よりありませんでした。そうして、

最終的に生産物売払収入で1,100万円くらいなのですが、それというのは道補助が入ってい

ますよね。説明資料の6ページ、これと決算書の19ページ、これを見ていくと最終的には補

助金を抜けば、実質20何万より儲けがない、なかったということになるのですか。ちょっ

と早口なものですから、そこが大事なところなのです。そこをちょっと教えてください。

吉田委員長 東主査。

東主査 説明が早口で大変申し訳ございませんでした。まずは、事業費で1,073万117円で

す。販売収入、要は木をまず売っただけでいくと1,213万8,601円でした。その中から販売

手数料を差し引きますと1,099万7,702円の販売収入になります。これが歳入で見ている売

り払い収入です。それで、事業費から歳入の分を差し引くと26万7,585円の販売利益となり

ます。これが、単純に補助金抜きの収入分です。それで、北海道の補助金の部分でいきま

すと725万1,536円が入っておりますことから、今回の販売利益及び補助金を足しますと75

1万9,121円となっているということです。また、立方当たりの材積なのですけれども、当

初積算するにあたりまして森林調査簿というものがございます。森林調査簿については、

その林小班の材積が係数等を掛けた中での基本的には材積が載っておりますので、それを
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もとに当初ヘクタール当たりの材積を算出してございます。ただ、今回、実際に事業をや

った際には当初見込んでいた75％ほどしか材積がございませんでした。それで、この75％

の部分につきましては、実は調査簿との乖離というのは当然ございますので、23年度の緊

急雇用対策の中で町有林の材積調査というものを実施していただきました。その中で出て

きた数字もおおよそ71％、72％となっていることから、実際、今後積算する際には調査簿

を参考する際に70から75％の材積を見込んだ中での積算をしていきたいというふうに思っ

ております。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 これをやらないと森林組合も大変なので、いろいろと兼ね合いがあるから、こ

れは、まさか「たった20何万円よりならないから止めたらいいでしょう」という議論には

ならないのはわかるのです。ただ、そのいただけないのはあなた達、当初は70立方見込ん

でいたと。そうしたら、最終的にそれが修正になって、今度は50立方くらいよりないとい

うことでしょう。70か71％だったら7×7、49、あって50ですよね。そうなってくると、で

は、はたして今度やって、いまでさえかつかつの部分なのだから、間伐だから木のために

はやってやらなければならないけれども、それから対相手があるから、これはお互いやは

り経済効果を生んでいく一つの作業ですから理解はするにしても、なぜ当初の70から50立

方、結局70か71％よりも見れないと。そこに30％もあるのは、どうしてこういう結果にな

ったのか、きちんと調べたからこういうふうに今度はなったんだけど、これが今度積算根

拠になるでしょう。そうすると、24年度以降もこの事業をやっているわけなのですけれど

も、最終的に道の補助をもらっても、下手をするとかつかつで、下手をすると足を出して

しまうのではないかとそういう心配もするのですけれども、その辺あなた達は本年度はも

う事業をスタートさせているのですけれども、その辺どう踏まえているの。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 お尋ねの関係でございます。まず、事業の主旨でございますが、森林組合云々

ということもございましたけれども、やはり東出委員のおっしゃったとおり山をきちんと

保全していくということで、間伐事業を行っていかなければならないということで、その

間伐材を搬出した中で販売収入というものが生まれてくるわけであります。6ページの資料

に単価も記載されておりますが、この単価ではなかなか厳しいものだということでありま

す。それで、国なり北海道の補助金制度というのはこの単価、国産の材価というのを水準

を踏まえた中で、それでは、事業としてはなかなか立ち行かないのではないかということ

で、補助金を支出していただいているということです。ですから、若干の収支のプラスに

はなるけれども、プラスこの補助金の中で事業をまかなった中で、きちんと山林を管理し

ていきなさいという主旨の中で、補助金をいただいているというような状況になっており

ます。

また、材積の関係ですが、かなり以前までは間伐事業などを行っておりましたが、ここ

数年間行っておりませんでした。それで、23年度着手にあたりまして、材積の積算をどの

ようにするかということで、基礎となるものが森林調査簿が一番正確なものでした。役所

にあるもので一番正確なものでした。その中で、昨年度行った材積調査なり状況を踏まえ

ると70％から75％がその精査された材積ということです。したがいまして、先ほど東出委

員がおっしゃったとおり、今年度の予算計上もそうですが、次年度以降もこの森林調査簿
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のどの程度の割合かという材積を踏まえた中で予算計上なりをして事業を進めていきたい

思っております。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 やっていることとそれから経済効果、いろいろな部分で山も守っていかなけれ

ばならないという部分では、これは理解するのです。するのですが、また、その山の場所

によっては、良い山もあるかと思うのです。下手をすると林班によっては大した材積の取

れない山もある。様々これはあると思います。いままでみんながお日様が当って良い場所

ばかりだったとは限らないから。ただ、これをそうして進めていく中では、そしてもこう

して下がっている中で、おそらく買う側も相当奮発してると思うのです。ですから、それ

はそれとして、では道の補助金はいま100分の68ですよね、経費按分で。そうすると、材価

も厳しい中でこうやってやっているのですが、そういう財政の支援の部分で、これはあと

何らかの手を打っていく時期が来ると思うのです。山を守っていかなければならないけれ

ども、「これ以上やったら赤字を出してしまう」ということも想定されるのではないかと

いう気もしますので、ですからこの辺は十分あれですよ。道との協議も私は必要だと思う

ので、今回これは意見にとどめておきますけれども、十分この辺配意していかないと、出

し前ということにならないように十分気をつけていただきたいと思います。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 意見は踏まえたいと思います。林業の取り巻く状況ですが、京都議定書による

炭素排出量の削減というのが喫緊の課題であります。これを最優先課題として、林業につ

いて山を守っていくというのが、国のかなり優先度合いの高い政策というふうになってお

ります。それを具体化したものがこの補助事業なり、あるいは今年度繰越事業で行った林

内路網整備事業ということです。そのような状況を踏まえながら、国の動向なりあるいは

北海道の動向を見据えて事業の展開を図っていきたいと思います。以上です。

吉田委員長 関連で竹田委員。

竹田委員 いまの質疑の中では一定の理解はします。ただ、先ほど報告の中で、調査簿と

の差が材積の価格ではなくて、材積からすれば70から75しか見込めないということ。それ

は本当ですか。単純にそういう気がします。それと、23年度労働費で計上しました町有林

の材積調査、これの成果品というのはどこかの段階で我々に示していただけるのか。その

中で今後、町有林管理を含めて専用計画というか、年次計画を立てるための基礎になる資

料だと思うのですけれども、その辺は公開、行政側だけの手持ち資料なのか、我々にも公

開してくれる資料なのか、その辺も含めて。ただ、やはり森林調査簿との差が材積が70か

ら75というのは、どうも先ほど同僚議員が言っていたように、山の条件によってはそうい

うところもあるでしょう。先ほどの答弁からそれは、全てが調査簿がそういう狂いが生じ

ているのかなという気も感じるものですから。この辺は今後の事務調査等の中でも、十分

検証できることなのですけれども、その辺についてもし答弁があればお願いしたいと思い

ます。

吉田委員長 東主査。

東主査 調査簿の材積の部分につきましては、当然販売できるものと販売できないものと

いうものもございますので、総体で見ればそこまでないのかもしれないです。正直なとこ

ろです。ただ、販売する部分で見ますと、当然、細い木から太い木、販売できる木、でき
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ない木があると思いますので、その辺での70から75％というふうな理解でお願いします。

緊急雇用で行いました材積調査の成果品につきましては、のちほど提出させていただき

たいと思います。

吉田委員長 昼食のため、午後1時まで休憩をいたします。

休憩11:56

再開12:58

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前中に引き続き産業経済課、最初に木村課長のほうから前段の答弁をお願いします。

木村課長 午前中の質問に対してのお答えをいたします。若干説明不足のところもあった

と思います。まず、森林調査簿ですが、これは北海道が管理しているものです。そこの森

林にあわせて木の種類、あるいは林齢、密度などを基に理論的にその森林の蓄積状況を算

出するものです。この平成23年度の当初予算計上時につきましては、この森林調査簿の蓄

積を基礎に、さらにその中から1本の木からどの程度の製材がなされるかという歩留まりを

掛けて予算計上をいたしました。それがヘクタールあたり70㎥という数字です。その事業

の進行に当たって状況を確認したところ、やはり東出委員のおっしゃるとおり、土地の状

況が日当たりが悪いとか傾斜地であるとか、ということでこの理論的な数字どおりには木

が育成されていないというものもあります。そこの乖離が先ほど説明した70％ということ

で、70から75％ということで、25％から30％の乖離がそこにおいてもあったということで

あります。それの結果として、ヘクタール当たり53㎥というふうになっております。平成

23年度の当初予算の積算時には、森林調査簿が木古内町で唯一の資料でありました。これ

をベースに、製材できる歩留まりを掛けたのでありますが、さらにそれよりも、その森林

の状況によってヘクタール当たりの材積というのが少なくなったということでございます。

午前中にも説明いたしましたが、このような状況を踏まえて平成24年度の予算計上をして

おりますし、25年度以降もこういう状況を踏まえながら予算計上していきたいと思います。

以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 調査簿の関係はわかりましたけど、例えば去年あたりは緊急雇用対策で人を雇

いましたよね。その時に、例えば、この木、どの木を切る、どの木は残すという部分では、

山に現地に入って木を1本1本どの木を倒す、どれを残すという作業をさせていると思うの

ですけれども、その辺は間伐で何もかもどんどん倒していくわけではないと思うのです。

ですから私自身に言わせれば、それが日当たりのいい山もあるし、条件の良いところもあ

るし悪いところもある。ただ、そこでむやみにやたらとあれするわけではない。倒す木は

チェックしていくわけでしょう。その辺はどうなっているのですか。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 おっしゃるとおり間伐ですから、さらに、そこからその面積の25％というよう

な数字で確認しております。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 ですから、ただ私が言いたいのは、倒してもいい木、倒さなくてもいいやつ、
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出てくるでしょう当然倒してもいいものをやっていったら、数字的なものでこんなに差が

出て来ないのではないかという気がするのです。例えば、「この木を1本切ります」と言っ

た時に、それは根元からてっぺんまでといったら、では、これは全部売り物になるかと言

ったらならない。どこかで切るわけですから。それだって、全部最初のうちに加味しての

計算ではないのですか。まさか、木一本そのままのあれではないと思うのですが、その辺

はどうなの。

吉田委員長 木村課長。

木村課長 ある程度は東出委員のおっしゃるとおりなのですけれども、間伐ですから、集

中的にいわゆる良い木のみを切るということではなくて、全体的な面積の中で切らざるを

得ないということです。その中で、利用間伐できる木もあれば、搬出しない木もあります

ので、それらの積み重ねが乖離になったということです。

吉田委員長 東出委員、竹田委員、よろしいですか。

木村課長。

木村課長 先ほど、緊急雇用創出推進事業の材積調査報告について確認したいということ

でしたので、これ以降の常任委員会なりで提出させていただきます。またそこでも論議い

ただければと思いますので、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。

平野委員。

平野委員 林業費の報償費について質問いたします。決して隣にいる竹田委員に「言え」

と言われたわけではございませんが、まず平成23年度については、熊の捕獲が2頭だという

お話を伺いました。たまたま、今年度平成24年度に関しては皆さまお忙しい思いをされて

いると思うのですが、私の住む泉沢地区で熊の出没が相次いでおります。現状を見ると、

地域の人がたがせっかく一生懸命作った畑を荒らされて生活の被害を被ったり、または自

由に家の周りを歩けない等の安心・安全という部分も侵されている状況でございます。そ

の中でこの猟友会、ハンターの皆さんがたの存在というのが非常に大事な部分になってく

るのかなと思います。そんな中でいま現在、「後継者不足」とも言われておりますし、高

齢化が進みまして若いハンターを育成もしなければならないという中で、平成23年度きょ

うは決算委員会ですので、平成23年度見廻報償費奨励の報償費について、おそらく金額は

38万、14万円となっておりますけれども。これを単純に1人当たりで見廻り回数1回につき

いくらなのだと、1回獲っていくらなのだと計算しますと、さほど多い金額にはならないの

ではないかと思うのですけれども、平成23年度について、皆さんがたの担当課として携わ

っていらっしゃいますので、このハンターの方々の仕事の労力に対してこの報償が、これ

が北海道で定められた例えば金額に応じているのか、木古内町独自の算出方法なのかと、

労働に対して適正な金額だと判断しての金額なのか、または今後の見解としてそれを変え

ていくという思いがあるのかを含めて答弁いただきたいと思います。

吉田委員長 東主査。

東主査 報償費の関係でございます。まず見廻報償費につきましては、3名のかたに出動し

ていただいております。要請したのは191日間、1日2,000円という中身となっております。

あと、熊の報償費関係につきましては、熊につきましては4万円、キツネ、タヌキにつきま

しては、3,000円という中身になっております。報償費の見合いの部分につきましては、木
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古内町有害鳥獣奨励及び出動奨励金交付規則に則って支出しております。また、その2,00

0円なりの根拠につきましては、以前根拠の設定につきまして委員さんの報酬、費用弁償だ

とか各種委員さん、木古内町にある各種委員の出席に対する報酬だとか費用弁償を換算し

た上での日当見合い分ということでの2,000円ということで根拠づけをしている中身となっ

ております。

また、見廻り、捕獲出動の見廻りの部分につきましても、1日出動した際には6,000円と

いうことで、半日につきましては3,000円ということで積算をしております。この3,000円

につきましても、本年度から24年度からハンターさんがたにもいろいろハンターの継続す

る際の負担になることから、1日8,000円ということで、半日では4,000円ということで、日

当の分を増額している状況となっております。

また、捕獲の奨励金等につきましても、近隣町村との兼ね合いはあるのですけれども、

ここにつきましては、健全化等の中身で若干金額等も変更になっている部分もございまし

て、ここにつきましては例年どおりというような中身で行っております。

また、ハンターさんの不足等もある中で、全国的にもそういうハンター不足がうたわれ

ている中で、今年度からハンターさんにつきましては鳥獣保護実施隊員ということで、町

が設置する隊員になった際には、狩猟税の半額だとかというような形でのメリット的なも

のも出てきました。そこにつきましては、24年度、町としても立ち上げをいたしまして、

少しでもハンターさんにメリットになるような方策を利用した中で対策をしているという

ような内容となっております。以上です。

吉田委員長 平野委員、よろしいですか。

平野委員 はい。

吉田委員長 ほかにございませんか。

ないようでしたら、これで農政を終わります。次に、農業委員会に移ります。

どうもお疲れ様でした。

（２）産業経済課

農業委員会

吉田委員長 それでは、さっそく農業委員会の関係について審査に入ります。

西嶋主査のほうから説明を求めます。

西嶋主査 農業委員会の西嶋です。よろしくお願いいたします。

農業委員会関係を歳出から説明いたします。

決算書39ページ、決算実績報告書41ページをお開きお願いいたします。

6款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費、1節 報酬です。

農業委員報酬といたしまして151万2,000円となってございます。内訳といたしましては、

会長が月額1万8,000円、委員さんが月額で1万2,000円となってございます。四半期支給の

月額報酬となっております。

同じく9節の旅費でございます。委員費用弁償といたしまして、2万80円となってござい

ます。普通旅費3万240円で、合計で5万320円となってございます。昨年度9回開催しており

ます総会に出席していただいたときの農業委員さんの費用弁償と、現況証明願いがあった

ときの現地確認に同行していただいた時の費用弁償となってございます。旅費につきまし



- 30 -

ては、会長の農業会議への出張旅費となってございます。

農業会費につきましては、予算額158万円に対しまして、決算額156万2,320円で執行率

98.9%となってございます。

続いて、事務局費です。

6款 農林水産業費、1項 農業費、2目 事務局費、9節 旅費です。

普通旅費といたしまして、4万2,240円。こちらにつきましては、事務局の研修会の出張

旅費となってございます。同じく11節 需用費です。こちらにつきましては、8万157円、

こちらにつきましては、一般消耗品となってございます。同じく12節 役務費、郵便料と

いたしまして3万6,000円、切手代となっております。同じく13節 委託料です。 農地情報

管理システム保守管理委託料といたしまして、27万480円となってございます。農業委員会

にあります農地情報システムの保守管理の委託料となってございます。同じく19節 負担

金補助及び交付金です。各種団体等負担金として12万4,200円、内訳としましては北海道農

業会議負担金が9万4,500円、渡島地方農業委員会連合会負担金が、2万9,700円となってご

ざいます。執行率につきましては、事務局費予算額56万円に対して55万3,077円で、98.8％

となってございます。

歳出については、以上ですが、歳入に入っていいですか。

吉田委員長 歳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 それでは、歳入も引き続きお願いします。

西嶋主査。

西嶋主査 それでは、歳入を説明いたします。

決算書13ページ、決算実績報告書も13ページをお願いいたします。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務手数料、1節の総務手数料となってご

ざいます。その他証明の内数といたしまして7件ございまして2,100円、土地現況証明が20

件ほど処理いたしまして1万円の入、合計で1万2,100円となってございます。

続いて、決算書17ページ、決算実績報告書16ページをお開きお願いいたします。

14款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、1節 農業委員会費補助金

です。農業委員会活動促進事業交付金といたしまして、156万4,000円の入となってござい

ます。こちらにつきましては、農業委員会に対する活動の補助金となってございます。

続いて、決算書18ページ、決算実績報告書17ページをお開きお願いいたします。

14款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、1節 農業費委託金です。

農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金といたしまして1万9,000円、こちらにつき

ましては、木古内町にあります国有農地に対する管理委託料となってございます。あと農

地法権利移動の許可事務委託交付金といたしまして、4万9,980円となってございます。

続いて、決算書22ページ、決算実績報告書20ページをお開きお願いいたします。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節の雑入でございます。

産業経済課のうちの農地保有合理化促進事業等業務委託金といたしまして、1万2,000円

の入となってございます。こちらにつきましては、北海道農業公社所有の土地の管理や売

買の斡旋及び事務に関する委託金となってございます。

農業者年金業務委託手数料といたしまして13万6,200円、こちらにつきましては、農業者
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年金基金より業務委託されている手数料となってございます。

最後になりますが、精通者意見価格調書作成手数料といたしまして4,640円の入です。税

務署からの事務手数料で、相続税及び贈与税の評価額の算定調査に伴う事務手数料となっ

てございます。以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

吉田委員長 それでは、農業委員会の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑に入りたいと思います。質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、終わりたいと思います。

これで産業経済課終わりですね。

それでは、産業経済課の皆さんお疲れ様でした。

次の課が準備できるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩13:17

再開13:22

（３）保健福祉課

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

保健福祉課の皆さんお疲れ様です。さっそくはじめたいと思いますので、中島課長のほ

うから概要及び担当職員の紹介をお願いいたします。

中島課長 まず、きょうの説明員の紹介をしていきたいと思います。議員のほうから向か

って左から吉田主査、続きまして加藤保健師、高橋主査、高村主査、中山主任、竹田主査

で説明をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ただいまより、保健福祉課担当業務平成23年度決算について、一般会計・介護保険事業

関係の順に概要を述べ、詳細につきましては各担当主査より説明を申し上げます。

はじめに、保健推進グループの事業につきましては、保健福祉総務費、障害者程度区分

認定審査会費、福祉施設管理費、保健衛生総務費、予防費、保健活動費、過誤納還付金、

歳出合計4億8,791万2,209円。

歳入につきましては、各事業に対する国・道の負担金・補助金など総額9,773万3,961円

となっており、事業につきましては、障害者の方々の日常生活支援・施設入所・リハビリ

訓練・医療費の補助などの給付事業の実施、また、各種福祉関係団体の活動支援として補

助事業の実施をしております。

予防活動として、さわやか健診・各種がん検診・予防接種などの事業を実施し、町民の

方々の健康管理に努めております。

子育て支援として、育児教室・ぷちラッコ・親子ＤＥクッキング等の事業を実施し、親

子の交流をはかり、育児相談・育児の孤立化の防止・食習慣の正しい知識の習得などにつ

なげ心身ともに元気な子供に成長することを目的に事業を実施しております。

以上、大まかですが母子・成人保健・老人保健・障害者対策として各事業を実施し、町

民の方々の健康で安心した地域生活につながるように、今後とも事業の実施を進めてまい

りたいと考えております。

続きまして、介護グループの一般事業につきましては、老人福祉費1億9,393万1,464円、
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在宅介護支援費107万6,134円。

歳入につきましては、各事業に対する道の負担金・手数料など総額577万81円となってお

り、事業につきましては、高齢者の方々の日常生活支援事業・各団体の活動に対する補助

事業の実施。また、在宅介護支援センターとして、高齢者の方々の相談業務・虐待防止対

策などを実施する中で、高齢者の方々が地域で安心して日常生活ができるように自立支援

に努めております。今後とも、高齢者のニーズに沿ったサービス向上につながるよう努め

てまいりたいと考えております。

続きまして、介護保険事業関係につきまして、 決算総額、歳入6億6,723万5,979円。歳

出6億5,691万6,887円。

介護サービス事業決算総額、歳入386万6,010円、歳出386万6,010円の実績となっており

ます。

介護保険事業につきましては、第四期介護保険事業計画に基づき、高齢者の方々の地域

生活での安心・安全な生活環境確保のための、居宅サービス・施設サービス事業の提供を

しております。介護サービス事業につきましても、高齢者のニーズに沿った居宅介護・介

護予防サービス計画を作成し、住みなれた地域で安心して生活を送ることを願っておりま

す。また、定期的に関係団体と地域ケア会議を開催し、事例検討・情報交換などをする中

で、横の連携を強化してサービスの向上に努めてまいりたいと考えております。

今後とも、保健福祉・介護福祉グループの各事業の協力体制を図り、地域住民の方々の

安心・安全な地域環境づくりにつなげてまいりたいと、担当者一同考えております。

詳細につきましては、吉田主査・高橋主査・竹田主査の順で説明をいたします。高村主

査につきましては、四町の介護認定事務局に関わる質問に応える形となりますので、よろ

しくお願いいたします。

吉田委員長 それでは、さっそく審査に入りたいと思います。保健推進グループ担当主査、

吉田主査よろしくお願いします。

吉田主査 それでは、私のほうから保健推進グループに係る決算について説明させていた

だきます。

まず、決算書の33ページ、実績報告書も同じく33ページのほうをお開き願います。

それと、あと資料のほうですけれども49ページから51ページにかかりまして、民生費に

かかる部分の資料が載っております。

まず、49ページには身体障害者手帳の交付状況、50ページから51ページにかけましては、

福祉サービスの利用者状況ということで、利用者の状況の説明が載ってありますのでご参

照いただきたいと思います。

吉田委員長 時間がありますのでゆっくり説明願います。

吉田主査。

吉田主査 それではまず、3款 民生費、1項 社会福祉費、5目 保健福祉総務費、目の予

算現額が1億1,844万8,000円に対しまして、決算額が1億1,753万87円で、執行率が99.2％と

なっております。

まず、旅費についてですが普通旅費ということで、支出額が7万7,520円ということで、

今回、不用額が12万5,480円ということでこの節に関して出ておりますが、これにつきまし

ては、障害者のケアマネージャー研修が当初参加する予定でしたが、事業とぶつかり参加
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できなかったという部分の旅費の部分と、自立支援のシステムの説明会に不参加という、

これは前年と内容がそんなに変わっていないということで、不参加という判断のもとにこ

れだけの不用額が出ております。11節 需用費、支出済額が6万9,707円、12節の役務費、

支出済額が21万3,477円、需用費、役務費いずれもほぼ前年と同内容の支出となっておりま

す。委託料については、支出済額が40万6,850円で、前年よりも支出が多くなっております

けれども、主な分とすると障害者福祉システムの保守管理委託料については、前年度は12

万6,000円ということで契約しておりましたが、本年度につきましては31万5,000円という

ことで、法改正によるシステム改修の費用を含む契約ということで、その部分が上乗せに

なっているということで、前年度より18万9,000円の支出の増となっています。

続きまして、19節です。19節の負担金補助及び交付金です。ここについては、前年度と

ほぼ同内容の支出ということになっております。20節の扶助費です。予算現額が1億1,686

万6,000円に対しまして、支出済額が1億1,617万5,776円ということで、69万224円の不用額

が出ております。これにつきましては、不用額一覧のほうに掲載しておりますが、障害者

の介護給付・訓練等給付費及び補装具費の減ということで、この金額が出ております。こ

れにつきましては、いつでも2月から3月の実績を見込みまして3月議会で減額補正をしたと

ころですが、見込みよりも実績が少なかったということで不用額が出ております。前年度

と比較して大きく支出増になっている部分が障害者自立支援医療費であります。これにつ

きましては、今年度の支出が1,087万6,586円ということで、前年度と比較しますと447万1,

746円の支出の増となっております。この部分については、給付を受ける人数が、先ほどの

資料の51ページにありますが、19人ということで、前年よりも大幅に増えているという部

分もあるのですが、それ以上にこの中の受けている中で、生活保護受給者が前年度は1名だ

ったのですけれども、2名に増えたということです。それによりまして、通常は保険証を利

用した中でその自己負担分について障害者医療費ということで支出するのですが、生活保

護のかたは保険証がないということで、全額を一旦町のほうで負担をして、それに対して

町のほうで4分の1を支出、全体を支出した中であとで歳入として4分の3が国と道から入る

ということになっておりますので、この場合に町村の負担がすごく大きくなるということ

で、特別交付税のほうでその町村の4分の1の負担に対して、交付措置があるということに

なっております。

続きまして、障害者介護給付・訓練等給付費も同様に前年度よりも522万2,100円の支出

増となっております。支出の主な理由としては、新たに介護給付を受けた人が23年度で6人

いたということであります。それによって支出が増えたということです

続きまして、決算書34ページ、実績書35ページをご覧ください。

9目の障害程度区分認定審査会費です。予算現額が40万円に対しまして、決算額が33万5

44円、執行率が82.6％となっております。1節の報酬ですが、支出済額が20万6,000円、審

査会の開催回数は3回ということになっておりまして、前年度の5回から2回の減になってお

ります。旅費2万700円、11節の需用費8万8,844円、12節 役務費1万5,000円、いずれも前

年とほぼ同内容の支出となっております

続きまして、その下の10目の福祉施設管理費です。予算現額が745万1,000円に対して、

決算額が731万2,398円で、執行率が98.1％です。

まず、 7節の賃金ですけれども、これは施設の清掃作業員の賃金ということで、22万8,
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000円ということになっております。8節の報償費については、6万6,000円前年とほぼ同内

容です。11節の需用費560万8,018円の支出です。前年度と比較して、105万4,967円の支出

の増となっておりますが、支出の増の主な理由としては、厳冬による灯油使用量の増と灯

油単価の高騰による燃料費の増ということになっております。12節の役務費です。8,000円

の支出です。13節 委託料は92万9,880円の支出、これはいずれも前年とほぼ同様の支出で

す。15節 工事請負費につきましては、47万2,500円の支出です。防災改修工事の費用であ

ります。

続きまして、衛生費のほうに入ります。

決算書36ページ、実績報告書37から38ページのほうをご覧ください。よろしいですか。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、予算現額が3億4,674万2,000円

に対しまして、決算額が3億4,662万7,576円、執行率が100％となっております。4節の共済

費、支出済額が20万6,261円、7節の賃金、支出済額132万8,100円、いずれも保健師の欠員

による臨時事務補助員の1名の採用による人件費になっております。9節と11節の旅費、需

用費につきましては支出がありませんでした。13節の委託料については、5万5,200円とい

うことで前年とほぼ同様です。18節の備品購入費につきましては、デジタルカメラ購入費

ということになっておりまして、1万2,579円の支出となっております。19節 負担金補助

及び交付金です。支出済額が3億4,393万9,443円となっております。ここについては、金額

は大きいですが、ほぼ前年と同内容の支出ということになっております。あと、21節の貸

付金です。支出済額が84万円、ことし4月採用の保健師の修学資金の貸付金となっておりま

す。

23節の償還金利子及び割引料が、支出済額24万5,993円これは21年4月に購入した保健指導

用公用車の譲渡償還金ということで、5年償還の3年目となっております。

続きまして、決算書が37ページ、実績報告書39ページ。その続きです。

2目の予防費、予算現額が1,502万6,000円です。それに対し決算額が1,388万523円、執行

率が92.4％です。 9節 旅費につきましては、支出済額が3万240円。11節の需用費142万9,

121円、12節 役務費が12万3,474円ということで、いずれも前年とほぼ同内容の支出です。

13節の委託料です。予算減額の1,313万2,000円に対しまして、支出済額が1,212万9,722円

で、不用額が100万2,278円ということで出ております。この主な理由については、不用額

一覧のとおりですけれども、各種がん検診の受診者数の減と予防接種者数の減ということ

で、先ほどの不用額の出たところと同じように2月、3月の実績を見込んで、3月議会で減額

補正をしましたが、実績が見込みより少なかったということで不用額が出ております。前

年度と比較して大きく変わったところというところで、予防接種の委託料が535万9,395円

ということで、402万2,501円の増ということになっております。これにつきましては、子

宮頸がんワクチン・ヒブ肺炎球菌ワクチンの接種者数の大幅な増によるものです。資料の

45ページのほうに記載があるのですけれども、45ページの各種予防接種に関することの一

番下の段の3つが子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチンということで、こ

こに記載のとおり接種者が子宮頸がんワクチンについては、中学1年から高校2年生までと

いうことで86人のかたが接種して、延べ接種回数は244回となっております。ヒブワクチン

と小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、生後2か月から5歳未満のかたを対象にという

ことで、ヒブワクチンが25名、接種回数が46回。小児用肺炎球菌は27名が接種して、延べ
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接種回数は53回ということになっております。

続きまして、16節の原材料費です。これは、支出済額が16万7,966円ということで、前年

とほぼ同内容の支出となっております。

続きまして、決算書の37ページ、実績報告書39ページをご覧ください。

4目の保健活動費です。予算現額が68万8,000円に対しまして、決算額が55万5,640円とい

うことで、執行率が80.8％です。8節の報償費につきましては、支出済額が4万円、これは

道が推進する自殺対策事業の補助金を活用した自殺対策講演会の講師謝金であります。

9節の旅費の支出済額が16万1,200円、これは前年と同様です。11節の需用費、支出済額が

33万3,440円については、前年度の支出額と比較して全体で17万7,291円の支出増となって

おりますが、主な理由としては、自殺対策のパンフレットの印刷製本費と健康管理センタ

ーに置いている乳幼用の遊具の購入費ということになっております。

続きまして、12節の役務費です。これは、1,000円ということで前年とほぼ同様です。

19節 負担金補助及び交付金も支出済額が2万円となっておりますが、前年とほぼ同内容

の支出となっております。

続きまして、決算書54ページ、実績報告書60ページをお願いします。過誤納還付金の部

分で、13款の諸支出金、1項 還付金、1目の過誤納還付金 23節の償還金利子及び割引料

です。ここにつきましては、22年度の国や道の負担金・補助金の実績報告による返還金で

あります。この実績報告書に記載してある下から3つの返還金の合計額が167万5,431円とな

っております。以上が歳出の説明となります。よろしくお願いします。

吉田委員長 ただいま、歳出が終わりましたが切ります。

歳出について、皆さんから質疑を受けます。

東出委員。

東出委員 実績報告書の38ページと決算書の37ページの委託料なのですが、いま主査のほ

うから説明をされていたのですが、ちょっとついていけないで申し訳なかったのですが、

予防接種関係で、ここが増えたという説明でしたよね。ただそうすると、その中で不用額

で予防接種で増えて、そして全体を見れば100万円ちょっとの不用額が出たと。そうします

と、どこが少なくてこういう現象になったのか、おそらく各種検診か何かかなと思うので

すが、それについての対策等をお持ちかと思うのですが、その辺についてご説明願いたい

と思います。

吉田委員長 吉田主査。

吉田主査 いまの予防接種のところの不用額と全体の増加ということですね。それで、予

防接種の不用額が出たというのは、先ほど言いましたが2月から3月の実績を見越して一度、

減額補正はしているのですが、その実績が思った件数より、その部分というのはヒブワク

チン肺炎球菌の部分が主なのですけれども、ヒブワクチンについては、一度の接種が7,50

0円と、肺炎球菌ワクチンが1万円というふうになっておりまして、想定した人数よりも少

なくなったと。全体では増えているのですが、最終的に不用額が出てしまったという部分

は、先ほどの資料のほうにもあるのですが、45ページ接種者数のところが、対象者が96人

に対して25人とか27人ということで、接種率が想定したより低かったということで、予算

のほうは多めに見ていたのですが、結果的には残ってしまったという部分と、あと子宮頸

がんのワクチンについては、ほぼ90人に対して86人ですので、ほぼ95％以上の接種率とい
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うことなのですけれども、このヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンにつきましては、23年の

2月から接種が始まったということで、どの程度接種されるかということが、あまり正しい

積算がしづらかったということが現実にありまして、それで最終的にこの部分の数が多め

に見越していた分、全体とすれば多くなっているのですが、不用額も多めに見た分で出て

しまったというような状況です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 ヒブワクチンは、全体に対して26％より達成できません。接種率26、それから

こちらは28.1というのですが、この辺そうすると、今後における、これはまたやっていか

なければならないものだと思うのですが、その対策はそれが大事だと思うのです。不用額

が出たからいけないとか、何とかという問題ではなくて、この辺がやはりあなた達原課と

してこの辺の問題をどうクリアしていくかということが、私は大事だと思うのです。その

辺の対応策を考えていると思うので、23年度の決算を踏まえてどういうふうな経過でこう

なりましたということを知りたいのです。

吉田委員長 吉田主査。

吉田主査 このヒブワクチン、肺炎球菌のワクチンにつきましては、実は細菌性髄膜炎と

いうものの予防の接種でして、1歳を過ぎるとリスクが大分少なくなるというのがあって、

それぞれ受ける側が受けるかどうかというのは、この上のほうに予防接種で定期接種とい

うのと任意接種というのがあるのですが、それでこの部分については、任意接種というこ

とで受ける側が判断して受けるという。定期接種は、基本的にはみんなに受けてもらわな

ければないという部分で、あとこちらの任意接種については、受けても受けるほうが判断

してこの病気のリスクがあるか、あるいはその病気のリスクよりも、例えば副作用のリス

クのほうが大きいとかという部分を考えると実際にその判断でやらない人も出てくると。

そのあたりがうちのほうとすると当然新生児が生まれた時点では、「この予防接種があり

ますので受けてください」と。ただそれが「強制ではないですし、リスクを考えた上で判

断して受けてください」というような説明しかできないのです。当初は、うちのほうも大

方のかたが受けるのかということで、予算をかなり見ていたのですが、最終的には3月の予

算の減額の時に大幅に落としているのですが、それでもなおかつ落としたりなかったとい

うのが現状で、この接種率については、任意予防接種ですので、もっと押し進めてあげる

というようなものでもないというようなことになるのですけれども。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 そこで私、素人判断なのですけれども。先の説明の中で、1回の金額が高額だと

いうこともありましたよね。そうすると、対象者が96人もいてそのうちの約100分の25、4

分の1より実施していないということですよね。そうすると、その辺についての財政的支援、

例えば「半額助成しますよ」とか何とかということになったらこれはどうなのですか。そ

ういう議論をしたことないですか。

吉田委員長 吉田主査。

吉田主査 すみません。この資料ではきちんと出ていないのですが、この子宮頸がんワク

チンとヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンにつきましては全額町のほうで負担ということで、

それに対して道から補助をいただいているということになっております。個人負担は実質

ないのです。ですから、進めていま先ほど言ったように本人がどう判断するかで無料なの
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で受ける人は受けるし、受けない人は受けないというような感じになります。

吉田委員長 詳しい説明を加藤技師。

加藤技師 予防接種については、生後2か月から予防接種が始まります。予防接種の種類も

近年書類がかなり増えてきています。このヒブ・肺炎球菌も生後1歳未満で開始すれば4回

接種しなければいけませんけれども、それ以外の予防接種もかなり出てきています。とい

うことで、ほとんどの保護者のかたは希望はするのですけれども、それ以外の接種、例え

ば結核の予防のＢＣＧですとか三種混合の予防接種、生後本当に間を空けずに予防接種の

回数がすごく増えている現状にあります。その中で、いま個別の医療機関に委託している

のですけれども、その接種の優先順位も個々の医療機関の先生によって若干変わってきま

す。ということもあって、私達が一番想定したのは、「生後まもなく全員が4回受けるだろ

う」という想定の下に予算を立てたのですけれども、ほかの予防接種の絡みですとか、あ

とお子さんの体調でどんどん接種回数の開始時期が延びたりということで、個々のお子さ

んの接種状況というのがとても変動があります。ということで、ヒブ・肺炎球菌ワクチン

についても開始当初、同時接種ということで右と左にそれぞれヒブ・肺炎球菌と打つので

すけれども、最初それで開始当初に死亡例が何件もあってマスコミで結構騒いだのです。

それで、接種を控える保護者のかたも23年度は多かったです、実際に。ただ、いま24年度

も始まっていますけれども、わりといまのお母さんがたは、多分、今度はこのパーセンテ

ージよりも上がっているのではないかという医療機関から返ってきている予診表を見ると

パーセンテージは上がってきています。一応、そういうような状況で、ちょっと23年度に

ついては新しい予防接種だったということと、そういうマスコミの結果的には影響、死亡

例とそのワクチンについての因果関係はなかったということで結果が出たので、その後、

秋ぐらい後半になってからやっと皆さん受け始めたという状況もあって予算と結果のほう

が、ちょっと結びつかなかったというのが現状にあります。以上です。

吉田委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

ないようですから歳入のほうに入りたいと思います。歳入の説明を求めます。

吉田主査。

吉田主査 それでは、歳入のほうに入ります。

決算書のほうが12ページです。実績報告書も12ページをお願います。

11款の分担金及び負担金、1項の負担金、1目の民生費負担金、3節の障害程度区分認定審

査会共同設置負担金です。これにつきましては、歳入の総額が64万6,337円となっておりま

す。松前町、福島町。知内町の運営負担金をいただいております。松前町の審査件数が25

件、福島が15件、知内が14件となっております。ちなみに木古内のほうは23件というふう

になっております。

続きまして、決算書14ページです。実績報告書の13ページのほうをご覧ください。

13款の国庫支出金、1項の国庫負担金、1目の民生費負担金、1節の社会福祉費負担金です。

障害者自立支援医療費負担金、障害者介護給付･訓練等給付費負担金、障害者補装具費負担

金ということで、それぞれ事業費の2分の1が国庫負担金ということになっております。

続きまして、決算書はそのままです。決算実績報告書の14ページのほうをお願いしま

す。
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2項の国庫補助金、2目の民生費補助金、1節の社会福祉補助金です。これが合計で72万2,2

00円ということで、ここにある障害者自立支援補助金の下にある2本が、いずれも国の補助

が2分の1ということになっております。

続きまして、3目の衛生費補助金、1節の保健衛生費補助金です。これは、疾病予防対策

事業費等補助金、これは女性特有のがん検診の推進事業の補助金ということで59万6,000円

の補助となっております。

続きまして、決算書16ページ、実績書15ページのほうをお願いいたします。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節の社会福祉費負担金です。こ

ちらのほうは、2番目から障害者自立支援医療費負担金、障害者介護給付･訓練等給付費負

担金、障害者補装具費負担金ということで、それぞれ事業費の4分の1が道の負担というこ

とになっております。

続きまして、決算書の同じく16ページそのままです。実績報告書もそのまま15ページの

その下のほうです。

道支出金、道補助金、1目の民生費補助金、1節の社会福祉費補助金です。上から3つです。

障害者自立支援対策推進費補助金49万1,000円、これが道補助で対象経費の4分の3、それか

ら地域生活支援事業費等補助金で同じく4分の1、地域活動支援センター等運営事業補助金

で8分の1の補助を受けております。

続きまして、同じく決算書は16ページのままで、実績報告書は16ページのほうをご覧く

ださい。

2項の道補助金、2目の衛生費補助金、1節の保健衛生費補助金です。妊婦健康診査支援事

業費補助金です。64万円ということで、対象経費の2分の1が補助となっております。健康

増進事業費補助金が10万9,000円これは経費の3分の2です。子宮頸がん等ワクチン接種緊急

促進特別対策事業補助金が219万7,000円ということで、同じく2分の1の補助。北海道地域

自殺対策緊急強化促進事業費補助金が21万240円ということで、これは全額10分の10が補助

となっております。

決算書の22ページをご覧ください。実績報告書が21ページになります。

19款 諸収入、5目 雑入、1目 雑入、3節 雑入です。保健福祉課の部分の全体で551

万8,957円です。各種検診の受診者負担金が16万3,900円、各種教室の参加者負担金が12万

3,000円、雇用保険振替金が7,968円、国庫補助、道補助の精算分がそれぞれ7万4,420円と

1万3,210円で、グループホーム維持管理負担金は489万3,473円となっております。この下

の在宅サービスセンター管理収入については、のちほど介護のほうから説明があると思い

ます。以上が歳入の説明になります。よろしくお願いします。

吉田委員長 ただいま歳入の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次に入りたいと思います。

中島課長。

中島課長 ちょっとよろしいでしょうか。推進のほうの担当者、業務がございますので、

ここで退席を許可していただければと思いますけど、よろしいでしょうか。お願いいたし

ます。

吉田委員長 お疲れ様でした。
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よろしいですか。それでは、高齢福祉介護保険担当高橋主査、説明を求めます。

高橋主査 私のほうから、介護と福祉の関係について説明をさせていただきます。

まず、一般会計のほうになります。

歳出の決算書31から～32ページ、実績報告書32ページになります。

3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費、予算現額1億9,912万円です。決算額

が1億9,393万1,464円で、執行率97.4％となっております。

決算額の主な内容を説明させていただきます。

1節 報酬5,000円になっております。これは、福祉有償運営協議会の開催に伴う5名分の

委員報酬となっています。

それから、8節 報償費9万円で、これは3名分の百歳記念お祝い品ということになってい

ます。9節 旅費は執行額はございません。11節 需用費5万460円の執行額で、緊急通報等

の消耗品となっております。

それから、12節 役務費1万360円の執行額で、ボランティア保険料となっております。

それから、13節 委託料、委託料の予算現額は1,571万4,000円で執行額が1,409万7,800

円の予算残額、不用額が161万6,200円の不用額ということになっておりまして、主な事業

と不用額の説明をさせていただきますが、まず、主な事業としましては、訪問・外出支援

サービス事業を社会福祉協議会に委託をしまして、光交付金を活用して2名から3名体制に

しまして、きめ細やかにということで実施をし、執行額が563万5,000円の金額になってお

ります。

それから、除雪サービス事業として、高齢者事業団に委託をしまして173万5,000円の金

額。

それから、生きがい活動支援通所事業としまして、木古内萩愛会に委託をしまして237万

2,400円の主な執行額となっております。不用額なのですが、そのうち木古内萩愛会の委託

としております生きがい活動支援通所事業なのですが、経営安定分と事業分ということで

それを1本にして、経営安定に向けた木古内萩愛会のディサービス事業の経営安定に向けた

委託料ということで実施をしておりまして、その事業分が利用者が増えたことによりまし

て収入増ということで、経営安定分が不用になったということで、木古内萩愛会のほうか

ら返戻によりまして、当初347万3,000円の予算額で計上させていただきましたが、110万6

00円の不用額ということで、先ほど申しました237万2,400円の執行額ということになって

おります。

それから、もう一つ主なものですが、除雪サービス事業で当初3か月間の150件というこ

とで延べ450件を予算で225万円の予算計上をさせていただきましたが、実績で延べ347件と

いうことで執行額が173万5,000円になりまして、そこで51万5,000円の不用額が発生してお

ります。

続きまして、14節のほうに移らせていただきます。使用料及び賃借料は執行額はござい

ません。

それから19節 負担金補助及び交付金、予算現額5,802万8,000円に対しまして、執行額

5,784万2,485円の予算残額18万5,515円となっております。負担金補助及び交付金につきま

しては例年どおりということで5団体、補助金3事業に負担金等になっておりまして、30万

円以上の不用額はございません。それから20節 扶助費、これも例年同様老人ホーム入所
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者に対する措置費ということで執行額321万2,701円の執行額になっております。

それから、25節 積立金、執行額1,218円で地域福祉基金利子積立金ということになって

おります。

それから、28節の繰出金ですが、予算現額が1億2,171万2,000円で執行額が1億1,862万1,

440円で介護保険事業特別会計繰出金となっておりまして、ここで予算執行残額が309万56

0円あります。その主な不用額なのですが、介護会計の繰出金を当初、1億1,496万6,000円

四期の計画に基づきまして当初予算で計上させていただきました。年度途中で給付費が延

びているということで、3月で増額補正をさせていただきまして、1億2,171万2,000円の最

終的な補正額にさせていただきましたが、給付費が予想より延びなかったということで結

果として1億1,862万1,440円の繰出金ということで、そこで不用額が発生しております。歳

出は以上です。

吉田委員長 歳出の説明が終わりました。一回切りますか。質疑を受けます。

又地委員。

又地委員 19節の負担金補助及び交付金の中で、老人クラブの部分でちょっとお尋ねした

いと思います。現在、町内の老人クラブの組織しているところが何か所あるのか。それと、

老人クラブの会員が全員で何人くらいのなるのかというのを、わかっていましたらお知ら

せください。

吉田委員長 高橋主査。

高橋主査 23年度実績で申し上げさせていただきます。まず11団体です、団体数としまし

ては。会員数につきましては、415人ということで、補助申請に基づきまして実績で交付し

ております。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 そこですね、団体が11団体、多いところもあるだろうし、少ないところもある

でしょう。ただ、老人クラブの会員が415人で19万3,500円を415で割りますと500円までい

かないですね。それで、老人クラブ連合会の補助金がその割には8万5,000円で、これはい

いとか悪いとかということではなく、まあまあだなとそんなふうに思っています。ただ、

木古内町の高齢者比率も人口が5,000人を割りました。そんな中で、高齢化率が多分40％を

もう超えるだろうと、そうすると、そういうことを考えますと、老人に対する福祉政策と

いうものがこれから少し、より以上に大事になって来るのではないのかなと、そんな気が

しています。それで、老人クラブのほうとすれば、町のほうから1人500円未満ですけれど

もいただいているということで、嬉しくは思っていると思うのですが、これから今後、老

人福祉政策のことを考えれば、もう少し上げてやるべきではないのかなと、そんなふうに

も思っているのですけれども。例えば415人で基準に則ってということですけれども、その

基準というのはどんなふうな基準になっているのですか。その辺、もしありましたらお知

らせいただけませんか。

吉田委員長 高橋主査。

高橋主査 まず、積算根拠と今後の老人政策を考えたときに、「いまの補助金の見合いで

いいのか」というお尋ねだと思うのですけれども、まず、老人クラブの運営補助金19万3,

500円の積算の内訳になりますが、一団体として1万800円を均等に団体に交付しております。

それから人数割りとしまして、先ほど415人と申し上げましたが、1人当たり180円で積算を
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しております。それから連合会の補助金のほうですが、これも事業費ということで5万5,0

00円、それから運営費ということで3万円ということで8万5,000円です。今後どうするのだ

というお話だと思うのですが、ことしの4月1日現在で高齢化率39.9％で、先ほど又地委員

さんのほうから言われたとおり約40％に近い高齢化率ということで、大変いままで老人ク

ラブに入られているかたにつきましては、木古内町のためにいろいろ貢献されてきたかた

が多いのかなと思います。ただ、補助金のありかたということで考えたときに、毎年それ

ぞれの団体から補助申請をしていただきます。その補助申請と毎年精査をさせていただい

て、その申請に基づいて精査をして、町のほうから補助金を交付しているわけなのですが、

決して繰越金が多いからどうのこうのということではありませんが、だいたいまずそれぞ

れの老人クラブで年会費1人当たり2,000円を会費ということで徴収されている老人クラブ

がほとんどです。中には、月100円の12か月ということで、それぞれ負担金をもらっている

団体も一団体ほどあります。運営状況を見ると必ずしも苦しい運営状況ではないのかなと。

決算等を見させていただくと、それほど大変な運営状況ではないのかなというふうに見て

います。中には、一団体で繰越金が40万円以上ある団体もありますので、少なくても5万円

ぐらいの繰越金を持っているということで、事業をやる上では次の年の事業運営する上で

も十分な資金の中で事業運営もできるのかなというふうに捉えています。それと、事業内

容自体も老連のそういう研修会に参加だとか、あとそれぞれ老人クラブで事業をやられて

いますが、当然総会等もやられていたり、研修会等もやられていると思うのですが、執行

内容等を見させていただくと、だいたいそういうような研修的に使われている内容が、多

いのかなというふうにも捉えておりまして、決してその繰越金が多いだとか、町内会と同

じような事業も実施しているとか、決してそういう話ではないのですが、いまの段階では、

わずかな町からの助成額ですけれども、そういう中でそれぞれの団体が運営できるのに支

障のないような形でされているのかなというふうには捉えています。以上です。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 老人クラブのクラブ単体で、いろいろ事業をやっている。それもいろいろ差が

あるのです。私は、例えば繰越金云々は、あまりあれしていないということなのですが、

老人クラブとすれば、例えば設立何周年だとか、記念事業用だとかということも考えなが

ら辛抱しながら、そういう中で「ある程度貯金もしておこう」と中にはあると思うのです。

ただ、私は仮に2,000円の会費を取るか取らないのかということは、その老人クラブ単体で

決めればいいことなのですよね。ただ、どこの老人クラブもそんなに中身はいいわけでは

ない。何とか老人クラブの総会を開く中で、そして詰めた形の中での事業を計画を立てて

いるというのが実態だと思うのです。ただ、私が言いたいのは、例えば基本は1団体1万80

0円です。1人当たり180円です。そうすると、20人いて3,600円です。これは月ですか、18

0円というのは、年間ですか。例えば40人いたとします。そうすれば7,200円です。7,200円

足す1万800円そうすれば1万8,000円です。例えば40人いて1万8,000円もらって、何の事業

ができるのでしょう。それで、その団体とすればそうしたら「こういう事業するから会費

を2,000円にしよう」あるいは、「ことしは特別にこうこうこういう事業をやるから、2,0

00円のものを2,500円にしよう」ということだと思うのです。ただ基本的には、例えば1万

800円の40人7,200円で、1万8,000円もらって40で割ったら450円です、450円。この金額と

いうのは、私は、将来を考えるとき高齢化率も上がっていくという時に、福祉政策を福祉
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という観点から考えたときに、あまりにも少なすぎると思うのです。今回は決算ですので、

それ以上のことは触れませんけれども、時期を見てこの部分では議論をしたいと、そう思

っておりますのでこれ以上は言いません。

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、歳入のほうに入ってください。

高橋主査 それでは、歳入のほうに入らせていただきます。

決算書12ページ、実績報告書同じく12ページになります。よろしいでしょうか。

11款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金、

決算額78万1,200円のこれは養護老人措置費の負担金となっております。

それから、決算書13ページ、実績報告書13ページになります。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、2目 民生手数料、1節 福祉手数料68万4,000

円で内訳ですが、生きがいデイサービス手数料として10万4,500円、除雪サービス手数料と

して58万円の内訳となっております。

続きまして、決算書16ページ、実績報告書16ページになります。

14款 道支出金、2項 道補助金、1目 民生費補助金、2節 老人福祉費補助金18万5,6

66円で、これは先ほどの執行額の3分の2が道のほうから運営補助として入ってきて、それ

が18万5,666円という金額です。

続きまして、決算書19ページ、実績報告書18ページ、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、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立

金利子ということで1,124円になっております。

続きまして、決算書20ページ、実績報告書19ページ、17款 繰入金、1項 基金繰入金、

3目 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、1節 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰

入金で387万4,605円の歳入です。以上です。

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。又地委員。

又地委員 しつこいですけれども、老人クラブ運営費補助金、これは決まっているのです

か。それとも我が町で老人クラブに対する部分での実績に対する何％とかでくるのですか。

それをちょっと教えてください。

吉田委員長 高橋主査。

高橋主査 実績の3分の2の補助金ということになっております。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。

又地委員 わかりました。あと今回は言わないです。

吉田委員長 ほかにございませんか。

ちょっと待ってください、先ほどの答弁訂正しますか。高橋主査。

高橋主査 補助基準額の3分の2ということで入ってきます。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 補助基準額の3分の2、そうでないと町は老人に対する福祉政策、老人クラブに

対する福祉政策はゼロだということになります。例えば実績に対してのということであれ

ば、ですから実績の3分の2ですか。基準額のですか、わかりました。いつの時期か違う形

で言いますのでいいです。
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吉田委員長 あとありませんね。それでは、次は特別会計ですね。

特別会計に入る前に休憩を取ります。暫時、休憩をいたします。

休憩14:27

再開14:38

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

次に、介護保険特別会計の決算に入りたいと思います。説明を求めます。

高橋主査。

高橋主査 それでは、介護会計の歳出のほうから説明させていただきます。

決算書10ページ、実績報告書4ページになります。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、予算額3,747万5,000円に対しまして、

決算額3,699万4,754円の執行率98.7％になっております。内容ですけれども、職員3名の人

件費、臨時職員賃金、旅費、需用費､役務費、委託料、パソコンシステム保守委託料等で例

年どおりの内容です。ただ、13節 委託料で介護保険システム改修委託料として金額が計

上されておりますけれども、その内容につきましては補正させていただきましたが、24年

度の介護報酬の改定と住基法の改正に伴う改修委託料となっております。

続きまして、決算書は次のページにまたがります。それから実績報告書はそのままにな

ります。

1款は同じで、2項 徴収費、1目 賦課徴収費、決算額15,855円の執行率14.2％で、

これも例年同様を役務費で口座振込手数料が131件分ということになっております。

続きまして、同じく決算書同じで、実績報告書が4ページから5ページにまたがります。

1款は同じです。3項 介護認定審査会費、1目 介護認定審査会費、決算額548万3,861円の

執行率90.4％になっておりまして、これも例年と同じく認定審査会費用に係る分で、主な

ものとしましては審査会を23年度48回開催しております。

それから、決算書は次のページ12ページにまたがります。それから、実績報告書はその

まま5ページのままになります。

1款同じで、3項も同じになります。2目 認定調査費、決算額373万9,378円の執行率83.

7％でして、主な内容としましては主治医意見書作成手数料、介護認定調査委託料、ケアマ

ネジメントの新システムの借り上げ料となっております。

続きまして、決算書はそのまま12ページで、実績報告書もそのままになります。

1款は同じで、4項 運営協議会費、1目 運営協議会費、決算額3万4,120円の執行率59.

9％で運営協議会を3回開催をしております。

続きまして、決算書はそのまま実績報告書もそのままになります。

2款 保険給付費、1項 保険給付費、1目 介護サービス等給付金、決算額5億6,044万4,3

31円の執行率95.2％になっております。これは、4期の介護保険事業計画21年から23年まで

策定した計画を基に、当初予算で計上させていただきまして、実績によりまして3月議会で

増額をさせていただきましたが、先ほど一般会計の繰出金でも若干説明させていただきま

したが、最終的に見込んだ金額よりも最終的に当初の計画額より1,000万円の伸び終わった

ということで、95.2％の執行率となっております。資料としましては53ページから55ペー
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ジに給付費関係をつけておりますので、のちほどご参照いただければと思います。

続きまして、2款は同じです。2項 高額介護サービス費、1目 高額介護サービス費で、

1,646万4,467円の実績額で、内容につきましても高額介護サービス費での支給となってお

ります。

続きまして、3項 その他諸費、1目 審査支払手数料ですが、国保連合会審査支払手数

料で47万2,549円の実績額となっております。

続きまして、決算書は13ページになります。実績報告書も5ページから6ページになりま

す。3款 地域支援事業費、1項 地域支援事業費、1目 介護予防事業費、決算額955万4,

380円の執行率95.5％で、主なものとしましては職員1名分の人件費や介護予防に係る経費

等で昨年度とほぼ内容となっております。

続きまして、決算書は次のページにまたがります。

それから、実績報告書はそのまま6ページになります。

款項同じくなります。2目 包括的支援事業費･任意事業ということで、決算額2,230万9,

764円の執行率98.6％で、これも例年どおりの支出で職員2名分の人件費等を含んだ支出と

いうふうになっております。

続きまして、決算書は同じです。14ページです。実績報告書は6ページから7ページにか

けてです。

4款 公債費、1項 公債費、2項 財政安定化基金償還金、これは決算額はございません。

続きまして、6款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 第1号被保険者保険料

還付金、23節 償還金利子及び割引料1万8,800円で、これは3件分の還付金となっておりま

す。

続きまして、6款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、決算額138万

4,628円で執行率100％です。

23節 償還金利子及び割引料で、いま言った金額138万4,628円で、これは22年度精算に

よる返還額となっております。

続きまして、3目 第1号被保険者還付加算金は決算額はございません。

それから、決算書は15ページ、実績報告書はそのままになります。

7款 予備費、1項 予備費、1目 予備費で873万9,000円で執行額はございません。

歳出の合計が、6億5,691万6,887円の歳出合計額となっております。

吉田委員長 歳出の説明が終わりました。歳入に入ってもよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、歳入の説明を求めます。

高橋主査。

高橋主査 続きまして、歳入に入らせていただきます。

決算書5ページ、実績報告書1ページになります。

1款 保険料、1項 介護保険料、1目 第1号被保険者保険料、決算額8,776万5,400円の

執行率96.6％の収入率95.8％になっております。1節の現年分保険料としまして、8,745万

9,600円の収入となっております。

それから、2節の滞納繰越分保険料として30万5,800円になっております。詳細について

は、資料の56ページに掲載しておりまして、前年度との対比もその中でしております。あ
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とでまたご覧いただければと思います。

続きまして、2款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 認定審査会負担金、決算額1,

769万4,990円、執行率96.2％の収入率100％です。これは、四町の認定審査会共同設置負担

金となっています。

続きまして、3款 使用料及び手数料、1項 手数料、1目 督促手数料、決算額8,800円

執行率58.7％の収入率16.4％、1節 督促手数料8,800円の100円の88件分となっております。

続きまして、決算書は次の6ページにまたがります。実績報告書はそのままになります。

4款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 介護給付費負担金、決算額9,539万1,000円の執

行率90.9％、収入率100％で、これは、現年度分のみで決算額と同額となっております。

続きまして、款は同じになります。2項 国庫補助金、1目 調整交付金、決算額5,047万

円、執行率99.4％、収入率100％ということで、これも現年度分のみで例年同様決算額と同

額です

続いて、款項同じくなります。2目 地域支援事業交付金、決算額141万7,750円、執行率

99.7％の収入率100％で、介護予防事業での決算額と同額となっております。

続いて、款項同じくなりまして、3目 地域支援事業交付金、決算額453万6,800円、執行

率99.7％の収入率100％で包括的支援事業・任意事業分での決算額と同額となっております。

続いて、款項同じで、4目の介護保険事業費補助金、決算額242万5,000円の執行率、収入

率ともに100％で、先ほど言いました介護保険法の改正に伴う、システム改修に伴う補助金

ということで入ってきております。

続きまして、決算書6から7ページにかけてになります。

5款 支払基金交付金、1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、決算額1億7,30

0万7,576円で、執行率94.8％の収入率100％になっております。内訳ですが、1節 現年度

分介護給付費交付金が1億7,245万3,000円、2節で過年度分として介護給付費の交付金の精

算分ということで、前年度分が入ってきておりまして、これが55万4,576円の精算分になっ

ております。

続きまして、決算書はそのまま7ページで実績報告書も2ページになります。

款項同じで、2目が地域支援事業交付金、決算額194万5,500円の執行率99.7％、収入率1

00％、1節 現年度分で介護予防事業交付金として170万1,000円、2節の過年度分として介

護給付費の精算分として24万4,500円の歳入となっています。

続きまして、6款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付費負担金、決算額8,860万

3,341円で、執行率95.5％の収入率100％です。1節の現年度分としまして介護給付費負担金

として8,806万8,554円、2節の過年度分としまして介護給付費負担金の精算分ということで

これも前年度分が精算になりまして53万4,787円になっております。

続きまして、2目の地域支援事業交付金介護予防事業、決算額70万8,875円の執行率99.7

％、収入率100％でこれは現年度分のみで決算額と同額となっています。

款項同じで、3目の地域支援事業交付金包括支援事業任意事業、決算額226万8,400円で、

執行率が99.7％の収入率も100％で、これも現年度分のみで決算額と同額となっております。

続いて、決算書は次のページにまたがります。

7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 介護給付費繰入金、決算額7,217万268円の執

行率95.2％、収入率100％でこれは現年度分のみで決算額と同額です
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款項同じで、2目 地域支援事業交付金介護予防事業分で、決算額70万8,875円の執行率

99.7％、収入率100％のこれも現年度分のみで決算額と同額となっております。

続きまして、3目 地域支援事業交付金包括支援事業分で、決算額が226万8,400円、執行

率99.7％の収入率100％の現年度分のみで決算額と同額となっております。

4目 その他一般会計繰入金、決算額3,959万9,292円の執行率101.5％、収入率100％現年

度分のみで決算額と同額となっております。

続きまして、5目 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、決算額387万4,605円でこれ

は一般会計で繰り出したものが入ってきているということで、これも現年度分のみで決算

額と同額です。

それから、7款 繰入金、2項 介護サービス事業勘定繰入金、1目 介護サービス事業勘

定繰入金、決算額379万5,290円で執行率97.5％の収入率100％です。これは、介護サービス

事業からの繰入金となっておりまして決算額と同額となっております。

続きまして、決算書8ページになります。実績報告書3ページになります。

8款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、決算額1,854万5,977円の執行率、収入率とも

に100％でこれは前年度からの繰越金ですが決算額と同額です。

続いて、決算書9ページで、実績報告書はそのままになります。

9款 諸収入、決算額は雑入のみで、雇用保険料などの決算額となって2万9,840円となっ

ています。歳入全体の決算額が、6億6,723万5,979円です。先ほどの歳出を差し引きまして

1,031万9,092円が24年度への繰越額ということになります。以上です。

吉田委員長 ただいま、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 いろいろと説明をしていただいたのですけれども、最後に介護保険の特別会計

ですけれども、ここで監査所見出ていますよね。監査所見の中には、年々現年度分はだい

たい収入率は、98.6、7％でいっているのですけれども、ただ滞繰の関係なのです。ここが

あまり良くない。平成22年から23年にかけてどうも良くないのです。そんなことを監査委

員が今回指摘しているわけですけれども、それで実際、この会計を持っているあなた達と

しては、収入のほうはいいのですけれども滞繰を落とした時、徴収だとかそういうような

部分で大変だと思うのですけれども、不納欠損に今回74万なにがしを不納欠損しているの

です。昨年も62万円くらい不納欠損に落としているのですが、その辺の現状を説明して欲

しいし、もしできれば滞繰の部分で何件あるのか、その辺の資料がないので、もし戸数と

それからどういう状況なのかというのは、良く住宅使用料とか水道使用料も出てくるでし

ょう、名前をこう伏せて。そんな資料があれば大変わかりやすいのですけれども、そんな

のがないのでできれば付けて欲しいし、不納欠損に至った経緯等を何点かいま言いました

けれども、説明願いたいと思います。

吉田委員長 大丈夫ですか。高橋主査。

高橋主査 まず、資料のほうで56ページに保険料収納状況ということで、資料添付させて

いただきました。それで、この中では、個人的な資料にはなっていませんが、総体の資料

で付けさせていただきました。まず、不納欠損の扱いと何件滞納繰越分としてあるのかと

いうような内容ですけれども、まず、現状の収納対策というか現年分も含めてどういう形

で対応させていただいているかというと、まず、現年分を含めて未納者のかたにつきまし
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ては、当然自宅のほうに訪問させていただきます。それで、どうしてもその中で、「自分

は元気なので介護を受けない」というかたも中にはそういう話をされるかたが結構おりま

すが、ただ制度としては相互扶助ということで、「皆さんの支え合いの中でこの介護保険

事業が運営できるのですよ」というお話をさせていただいて、何とかその辺の理解からし

てもらうようにはいま努めております。それでもまずお話をして、当然「すぐ納めます」

というかたはそんなにおりませんので、「ではどうするか」というと、当然滞納されると

ペナルティーがあります。最終的には、1割の負担が納められないと3割の負担ということ

で、本人の負担額も増えて来ますので、その辺を郵送で本人のほうに滞納額とサービスは

このように滞納されると、受けられなくなりますよというような内容の書類をまず本人の

ほうに送らせていただいております。

それでも、なかなか納められないものですから、それとまた会えないかたも、中には出

稼ぎに行かれていたりするかたもおりまして、中には会えなかったりということで、郵便

を出しても、「なしのつぶて」というかたもやはりおりますので、その辺をこれからどう

したらいいのかというのは考えております。それで、先ほどの質問の中で、滞納繰越分の

191万200円、まずそれがいまの現状です。何人いるのだというお話で、全部で38人この中

におられます。未納額の合計です。未納額の191万200円が38人おられます。年度でいくと、

20年度が1万3,100円、21年度が87万9,200円、22年度で101万7,900円で、あわせまして先ほ

どの金額になります。それで、不納欠損74万5,250円は、11人のかたを不納欠損しておりま

す。件数にすると年度が違うので12件になりますが、人数では11人になります。延べで12

件ということになります。それで、介護保険料の場合、介護保険法の中で時効が2年という

ことではっきりうたわれております。分納されている場合は、その最後に納めた日から2年

後で時効が成立するということになっています。どうしてもほかの税金等と違って、金額

が少額だということで、町道民税や固定資産、それから国民健康保険税とは何十万という

金額に滞納されているとなると思うのですが、介護保険料はいまの計画で最高でも年額7万

7,400円ということで少額なものですから、なかなか滞納処分ということにまで Ｑ＆Ａな

ど見ても、そこまで処理をされているところがないようです。それで、はっきり時効が2年

ということで載っているのですが、それはあくまでも最後の手段で、何とかそういうペナ

ルティーがあるということを説明をしながら滞納解消には向けていきたいとそのように努

めているところです。以上です。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 不納欠損の11名をちょっと聞くのですが、そうすると、これは生存している又

は払っていなくて、誰もいないで身内がいなくて死んでしまったという、そのようなもの

も不納欠損の対象なのかと思うのですけれども。その11人の内訳を把握していると思いま

すので。

吉田委員長 高橋主査。

高橋主査 亡くなったかたもおりますし、転出されたかたもおります。ちょっとお待ちい

ただけますか。

吉田委員長 時間かかりますか。大丈夫ですか。高橋主査。

高橋主査 亡くなられたかたが2人と、すでに転出をされたかたがその中に1人ということ

で、3名が死亡または転出されているということです。以上です。
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吉田委員長 東出委員。

東出委員 今後、この決算委員会等においては、やはりその辺の資料をもしそんな大変な

資料ではないと思うので、添付していただきたいと思う。ただ11人中2人はもう亡くなって

1人はもういなくなった。あとの8人はまだ生存しているわけですよね。そして不納欠損に

した。そして、おそらくまた病気にかかって何かした時に、これは3割で済むのですか。ど

んな扱いになるのですか、この辺は、残り8人について。

吉田委員長 高橋主査。

高橋主査 基本的には本人の負担は1割ではなくて3割ということになります。いままでも、

滞納されていたかたでサービスを受けられたいというかたもおりました。そういうかたに

つきましては、まず、きちんと納付制約をしていただいて、支払っていただいてサービス

を現在受けていただいて、1割の本人負担1割で納めていただいているかたも全納されてお

ります。

吉田委員長 よろしいですか。東出委員。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、これで終わります。

それでは、介護支援担当竹田主査より介護サービス事業特別会計の歳出・歳入について

の説明を求めます。

竹田主査。

竹田主査 まず、一般会計としまして在宅介護支援費について説明させていただきます。

決算書32ページから33ページ、実績報告については、32ページをお開き願います。

吉田委員長 それは一般会計ですか。竹田主査。

竹田主査 一般会計です。

決算書32ページから33ページ、実績報告は32ページから33ページです。

よろしいでしょうか。

在宅介護支援費につきましては、在宅介護支援センター、在宅サービスセンターの設備

管理費となっております。項目につきましては、決算書に書いているとおりとなっており

ますが、一個ずつ説明したほうがいいでしょうか。

吉田委員長 いいですよ。竹田主査。

竹田主査 3款 民生費、1項 社会福祉費、4目 在宅介護支援費、予算現額114万4,000円、

決算額107万6,134円、執行率94％です。金額的には保健推進、健康管理センターとの設備

費の按分となりますので、ほぼ同額となっております。7節 賃金につきましては、5万5,

480円、9節 旅費につきましては6万480円、これは苦情相談の研修に行ってまいりました。

11節につきましては、需用費62万8,478円、12節 役務費5万1,859円、13節 委託料18万9,

910円、14節 使用料及び賃借料7万6,877円、18節 備品購入費11,550円これは消火器です。

19節 負担金補助及び交付金1,500円、これは研修にかかる参加費です。歳出については以

上です。

吉田委員長 それでは、歳入。竹田主査。

竹田主査 歳入、決算書22ページ、実績報告書21ページです。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節 雑入です。これは、在宅サービスセンター

管理費収入となっております。24万2,986円。先ほどの歳出でありましたように在宅サービ
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スセンター分の設備管理費を一旦介護支援費で支払い年度末にサービスセンターより戻し

てもらう形を取っております。以上です。

吉田委員長 ただいま歳出・歳入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 ないようですので、次にいってください。

竹田主査。

竹田主査 介護サービス事業特別会計です。

歳出から説明いたします。決算書は5ページ、実績報告は2ページです。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、9節 旅費6万480円、虐待防止研修

会に出席いたしました。11節 需用費2,000円、これは虐待防止研修会の資料代です。12節

役務費、これはなしです。13節 委託料8,240円これは介護予防サービス計画委託料といい

まして、要支援1、2のかたで遠隔地にいらっしゃるかたの介護予防サービスをその地の居

宅支援事業所に委託しているものです。19節 負担金補助及び交付金はゼロです。28節

繰出金379万5,290円、これは介護保険事業特別会計に繰り出しております。歳出は以上で

す。

吉田委員長 歳入も入ってください。竹田主査。

竹田主査 歳入につきましては、決算書4ページ、実績報告1ページをお開き願います。

1款 サービス収入、1項 介護給付費収入、1目 居宅介護サービス計画収入、1節 居

宅介護サービス計画費収入94件の109万6,570円です。2項 介護予防給付費収入、1目 介

護予防サービス計画費収入、1節 介護予防サービス計画費収入662件の276万9,440円です。

2款 諸収入、1項 雑入、1目 雑入、1節 雑入はゼロです。3款 繰越金、1項 繰越金、

1目 繰越金、1節 繰越金についてもゼロです。差し引きゼロとなります。以上です。

吉田委員長 ただいま歳出・歳入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 ないようですのでこれで全部終了です。

それでは、保健福祉課の皆さんお疲れ様でした。

次の課が準備できるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 15:15

再開 15:23

（４）町民税務課

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほど、町民税務課の税務のほうだけやると言いましたが、町民税務課のほうから戸籍

のほうもお願いしたいという要請がありましたのでこれを認めたいと思います。

ご異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようですので、大瀬課長のほうから概要と紹介をお願いします。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 どうもお疲れ様です。
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町民税務課の決算説明に入らせていただきます。

町民税務課ですけれども、税務グループの課税・納税・出納担当、住民グループ、戸籍

・住民・社会福祉年金・国民健康保険担当となってございます。

本日、ただいま委員長のご紹介にありましたように、本日は戸籍のほうが、いまパスポ

ートの交付事務が10月から町村に移管されるということで、函館のほうに順次担当者が2日

ずつ研修に行っておりますので、あすちょうど研修の日なものですから、戸籍のほうだけ

割愛させていただきたいということでお願いしましたけれどもご配慮ありがとうございま

す。

それでは、きょうは戸籍の大坂担当主査、税務のほうの田畑主査と吉澤主任のほうが説

明のためにということで、出席してございますのでよろしくお願いいたします。

国保の関係は一般会計プラス国民健康保険会計と後期高齢者会計の3つを担当してござい

ますけれども、まず、住民グループですけれども、住民グループは一般会計の総務費の戸

籍住民基本台帳費に1年間の事業をしてございます。23年度は1,154万2,000円の中で執行率

99％、1,142万9,266円ということで、概ね事業を完成してございます。その中で、特に、

目立ったのは、ことしの7月9日から外国人の住民票が取れるようになるということで、戸

籍のシステム改修費が800万円ほどかかってございます。それ以外の経費というのは、例年

昨年度と同様の金額となってございます。税務のほうですけれども、税務のほうにつきま

しても、総務費の中の徴税費の税務総務費と賦課徴収費の中で質問してございますけれど

も、金額につきましては、23年度にシステム改修があった部分130万円ほど予算を増額して

いただいているほかは、例年とほとんど予算の執行は変わりございません。きょうはその

分、二つについて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。

吉田委員長 それでは、さっそく戸籍担当主査のほうから説明を求めます。

大坂主査。

大坂主査 よろしくお願いします。

それでは、歳出よりご説明いたします。

一般会計の決算書の28ページです。実績報告書では、歳出の28ページをお開きお願いし

ます。

2款の総務費、3項 戸籍住民基本台帳費、1目 戸籍住民基本台帳費、予算額1,154万2,

000円に対し、支出済額1,142万9,266円、不用額11万2,734円、執行率99％で予算内の執行

となりました。支出の主なものとしましては、11節の需用費43万321円、内訳としましては

法規追録費26万円、印刷製本費9万3,000円、消耗品7万7,000円となっております。13節の

委託料848万430円、内訳としましては、今年度7月9日施行の外国人に係る住民基本台帳制

度の移行に伴うシステム改修の委託料としまして799万8,900円、ほかは前年と同じく住基

ネットハード・ソフトウェア保守委託料としまして43万4,064円の支出となっております。

14節の使用料及び賃借料ですが、174万6,360円、これは前年同様額となっております。18

節の備品購入費65万8,095円、内訳としましては、住民票と印鑑証明書等の町長印の電子化、

あるいは、地紋紙のコピー化に対応するための住民票等専用カラープリンターを2台購入し

ております。2台で36万円です。ほかに公的個人認証サービス機器、これはちょうど22年度

更新になりまして29万8,096円の支出となっております。この公的個人認証サービス機器は

鍵ペア生成装置、窓口端末、ＩＣカードリーダライター、あとプリンターの4点の内容です。
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歳出については、以上です。

吉田委員長 それでは、歳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 歳入もお願いします。大坂主査。

大坂主査 一般会計の決算書、実績報告書それぞれ歳入13ページをお開き願います。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務費手数料、1節 総務費手数料のうち、

今年度、総計で204万6,150円となっております。前年に対しましては、67万5,450円の減と

なっております。大きな要因は、前年度は新幹線工事に係る用地買収事務がありまして、

ほぼ終了したことに伴う戸籍の請求が少なくなったためということになっております。

次に、一般会計決算書15ページをお願いします。実績報告書は歳入15ページをお開きく

ださい。

13款の国庫支出金、3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、1節 総務費委託金で外国人

登録事務委託14万5,000円、昨年度が12万2,000円で23,000円の増となっております。これ

は、外国人の移動に係る人件費の増によるものです。

次に、決算書17ページ、実績報告書も17ページをお開きください。

14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、1節 総務費委託金、この中の福

祉統計調査委託金、内容は人口動態調査分ということで1万1,200円、これも前年とそんな

に差はございません。戸籍歳入予算総額は240万1,000円に対し、256万2,350円の決算額で､

106.7%の執行率となりました。歳入については、以上でございます。

吉田委員長 歳出・歳入の説明が終わりました。質疑をいたします。質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、戸籍のほうこれで終わりですね。まだありますか、ありま

せんよね。次に移ってください。税務ですね。

最初に課税係のほうですよね。よろしいですか。

それでは、次に税務課の関係に入ります。課税、納税担当の田畑主査のほうから説明を

受けます。田畑主査。

田畑主査 それでは、よろしくお願いします。

まず、先に歳出から説明させていただきます。

一般会計決算書の27ページ、実績報告書も27ページをお開き願います。

2款 2項 1目、税務総務費です。こちらにつきましては、大きく変わったところのみ説

明させていただきます。まず、こちらのほうに23年度こちらないのですが、13委託料が22

年に国税連携システムのプログラム改修等がありまして、予算を計上しておりましたが、

22年度で終了しましたので23年度は執行しておりません。あとこちらにつきましては、

19節 負担金補助及び交付金のうち、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金104万5,000円

ですが、こちらにつきましては、お配りしました説明資料の43ページに滞納整理機構の移

管した関係に関します税目別の件数、収納金額について記載されております。こちらに負

担金総額143万6,000円に対しまして、一般会計分ということで104万5,000円、こちらを支

出しております。こちらにつきましては以上です。それで、1目 税務総務費の予算額413

万円に対しまして、決算額406万1,668円、執行率は98.3％となっております。

続きまして、2目 賦課徴収費の説明に入らせていただきます。こちらにつきましては、
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決算書、実績報告書とも28ページをお開き願います。こちらにつきましては、例年大きく

変わった所は特にございませんが、こちらの中の13節 委託料のうち、固定資産鑑定評価

業務委託料というのが平成22年度に支出しておりましたが、こちらは3年に1度の固定資産

税の評価替えに関する委託料ですので、23年度については予算支出しておりません。以上、

2目 賦課徴収費の予算額277万円に対しまして、決算額246万5,698円、執行率89％となっ

ております。

続きまして、決算書の54ページ、実績報告書の60ページをお開き願います。

13款 1項 1目 過誤納還付金、こちらの税務所管分について説明させていただきます。

こちらにつきましては、ご覧のとおり固定資産税還付金が4件で76万7,700円、法人町民

税還付金が13件で87万700円、町道民税還付金が3件で4万9,700円、たばこ税還付金が277円

で、計168万8,377円が町税還付分となっております。以上で歳出の説明を終わらせていた

だきます。

吉田委員長 歳出の説明が終わりました。歳入もいいですか。それでは、歳入も入ってい

ただきたいと思います。田畑主査。

田畑主査 それでは、歳入の説明をさせていただきます。

決算書の歳入8ページ、実績報告書の9ページをお開き願います。

1款 1項 1目 個人町民税、1節 現年課税分調定額1億4,276万8,449円に対しまして、

収入済額1億3,515万7,164円、収入未済額761万1,285円、収入率は94.7％となっております。

徴収区分及び所得区分の内訳は記載のとおりとなっております。

2節 滞納繰越分調定額3,093万5,051円に対しまして、収入済額561万6,402円、不納欠損

額73万8,232円、収入未済額2,458万417円、収入率は18.2%となっております。

こちらは個人町民税現年・滞繰あわせまして、予算額1億4,573万1,000円に対しまして、

決算額1億4,077万3,566円、調定額1億7,370万3,500円、執行率96.6％、収入率は81％とな

っております。

続きまして、2目 法人町民税、1節 現年課税分調定額3,805万5,900円に対しまして、

収入済額3,768万3,800円、収入未済額37万2,100円、収入率は99％です。

2節 滞納繰越分調定額138万8,000円に対しまして、収入済額11万7,000円、不納欠損額

はございません。収入未済額127万1,000円、収入率は8.4％です。

法人町民税現年・滞繰あわせまして予算額3,216万9,000円に対しまして、決算額3,780万

800円、調定額は3,944万3,900円、執行率117.5％、収入率は95.8％となっております。

続きまして、2項 1目 固定資産税、1節 現年課税分調定額2億268万500円、課税区分

の内訳は記載のとおりとなっております。収入済額1億9,574万470円、収入未済額694万30

円、収入率は96.6％となっております。2節 滞納繰越分調定額2,968万6,096円に対しまし

て、収入済額169万5,221円、不納欠損額194万7,200円、収入未済額2,604万3,675円、収入

率は5.7％となっております。固定資産税現年・滞繰あわせまして予算額2億220万8,000円

に対しまして、決算額1億9,743万5,691円、調定額2億3,236万6,596円、執行率97.6％、収

入率は85％となっております。

続きまして、2目 国有資産等所在市町村交付金、1節 現年課税分、こちらは北海道か

ら131万800円、森林管理局から410万6,400円、こちらは調定額及び収入額ともに予算額ど

おり541万7,200円で、執行率及び収入率も100％となっております。
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続きまして、決算書、実績報告書ともに次のページをお開き願います。

それでは、3項 1目 軽自動車税、1節 現年課税分調定額は807万6,400円で、課税車両

の内訳は記載のとおりです。収入済額は770万5,500円、収入未済額37万900円、収入率は9

5.4％です。2節 滞納繰越分調定額121万3,380円に対しまして、収入済額26万8,870円、不

納欠損額3万6,800円、収入未済額90万7,710円、収入率は22.2％となっております。軽自動

車税現年・滞繰あわせまして、予算額788万1,000円に対しまして、決算額797万4,370円、

調定額928万9,780円、執行率101.2％、収入率は85.8％となっております。

続きまして、4項 1目 町たばこ税、1節 現年課税分調定額は6,022万6,689円で販売本

数は1,347万2,930本、こちら収入済額も調定と同額となっておりまして、収入率は100％で

す。こちらは予算額6,222万5,000円に対しまして、決算額、調定額ともに6,022万6,689円

執行率96.8％、収入率は100％となっております。

続きまして、5項 1目 入湯税、1節 現年課税分調定額は67万2,600円、収入済額も同

額となっております。収入未済額はございません。収入率は100％となっております。滞納

繰越分はございません。入湯税現年・滞繰あわせまして予算額71万100円に対しまして、決

算額、調定額ともに67万2,600円、執行率96.8％、収入率は100％となっております。

なお、町税の収入状況の推移につきましては、説明資料の39ページと40ページに過去5年

間の税目別の収納率を記載しておりますので、こちらをご参照願います。

こちらご覧のとおり、現年課税分の収納率につきましては、町税全体を見ましても若干

ではありますが上昇傾向にあるものの、滞納繰越分につきましては、こちら経済的に非常

に厳しい状況が続いている中、現在の収納対策といたしまして、まず現年分を優先的に納

めて、滞納分増やさないと。あと新規滞納者を作らないというような対策を取っておりま

して、こちらを優先的に納め、更に滞納分をといった経済的に非常に厳しい状況が続いて

おりまして、対応が取れないケースが非常に増えておりますのでこちら収納率で見まして

も年度によりまして大きく差が出ている状況であります。特に、ここ数年は何度も言って

おりますが、収納率が好転するような明るい材料がないので、大きな上昇というのはちょ

っと望めませんが、滞納者の個々の事情に応じた効果的な滞納整理を検討しまして、税収

確保に努めたいと考えております。

そのほか、説明資料の41ページには納税方法別の収納状況、42ページには不納欠損処分

の事由別、税目別の一覧をそれぞれ掲載しておりますのでご確認いただきたいと思います。

1款 町税につきましては以上となります。

吉田委員長 税務課の会計、歳出歳入の説明が終わりました。それでは、質疑に移ります。

質疑ございませんか。なければ終わりたいと思いますが。

（「その他の収入あります」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、その他の収入について説明を求めます。

田畑主査。

田畑主査 それでは、決算書、実績報告書ともに歳入の13ページをお開き願います。

こちらの12款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務手数料のうち税務グループ

所管分について説明させていただきます。督促手数料と税務証明手数料の関係ですが、こ

ちらにつきましては、実績報告書の総務手数料の下から4行目の税務証明手数料、こちらは

所得証明書や不動産証明書等の交付手数料で、727件、33万7,500円となっております。町



- 54 -

税督促手数料につきましては、現在1件100円で徴収しておりますが、滞納分で1件50円とい

うものがありますので、こちら2件を含めて1,236件で12万3,500円となっております。

続きまして、決算書、実績報告書ともに17ページをお開き願います。

14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金のうち、2節 徴税費委託金につい

て説明させていただきます。

こちらにつきましては、道民税徴収取扱費の賦課件数割、こちらにつきましては、課税

者1名につきまして3,000円が交付されることとなっておりまして、こちらが2,075人分で6

22万5,000円、同じく徴収割につきましては、滞納分の収納があった場合に一定率掛けて交

付されるもので、こちらが5万7,710円、合計で628万2,710円となっております。

続きまして、決算書の21ページ、実績報告書の19ページをお開き願います。

こちらの19款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、1目 延滞金64万200円ですが、こ

の延滞金につきましては、滞納整理機構に移管された滞納者の預貯金を差押えた際に、滞

納額を上回る残余金があったために延滞金として充当したものです。

続きまして、決算書は22ページをお開き願います。

5項 1目 雑入のうち、税務グループ所管のものについて説明させていただきます。2節

一部事務組合広域連合還付金等の渡島・檜山地方税滞納整理機構過年度精算還付金16万9,

687円ですが、こちらは滞納整理機構の平成22年度決算で余剰金が生じた分を各町に按分し

還付されるものです。

こちら続きまして、実績報告書の20ページをお開き願います。

3節 雑入の税務グループ分として土地精通者意見価格調書作成手数料1万2,180円、これ

は毎年札幌税務署から町内の土地の評価額等について照会されるもので、約30筆ほどの調

査の回答に対する謝礼金となっております。

続きまして、用紙、コピー料金等の4,400円につきましては、納税組合関係の実費相当分

となっておりまして、計1万6,580円となっております。以上で歳入の説明を終わります。

申し訳ありません。

吉田委員長 本当に終わりですね。再度、歳入の説明が終わりました。皆さんから質疑を

受けます。ありませんか。

又地委員。

又地委員 資料で不納欠損一覧というのは出て、これがそうですか。これは違うのですか。

例えば、税目名が国保、町道民税、ずっといって軽自動車もあるし国保税があるし、固定

資産税があるし、それで、不納欠損の一覧表だと思って見ていたのですが、これは違うの

ですか。お宅のほうから出たのではないのですか。

（「監査委員から出た」と呼ぶ声あり）

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。佐藤委員。

佐藤委員 簡単な質問になりますけれども、実績報告の28ページの中の委託料の中で軽自

動車税賦課事務委託料、賦課に対する事務を委託されているというふうに理解するのです

が、この軽自動車税これに賦課する町内の軽自動車の台数、現在台数の数を教えていただ

き、それにこの事務の委託料として16万7,790円ということなのですが、これはどうなので

すか、委託しなければどうしてもうまくないですか。この2点です。
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吉田委員長 大丈夫ですか。田畑主査。

田畑主査 軽自動車のこちらは23年度の賦課の台数ということで、全台あわせまして1,55

7台ございます。さらに先ほどお尋ねのこちらの分を委託料としてどうしても計上しなけれ

ばならないかということですが、こちらの委託料につきましては、こちら税務の課税に関

しましては、全て「リームス」というシステムを通して全て課税計算をされておりまして、

そちらのシステムの管理委託と、さらに納税通知書の印刷の料金ということで計上させて

いただいておりますので、どうしてもやはり台数自体が1,557台ありますので、その分を全

て納税通知書を発行しなければなりませんので、こちらにつきましてはどうしても計上さ

せていただきたいと考えております。

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 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、税務課終わりですね。きょうの分は、それでは、どうもお

疲れ様でした。あすまたよろしくお願いします。

吉田委員長 きょうの審査にあたって、町長総括に残しそうなことがございましたら。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 それでは、以上を持ちまして、きょうの本委員会を終了させていただきます。

なお、あすまた9時半から始めますので、よろしくお願いいたします。

どうもお疲れ様でした。

閉 会 15:59 終了

説明員 大森町長、大野総務課長

新井田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、 片桐主査

福田主査、阿部主査、中山主任

木村産業経済課長、藤谷主幹、西嶋主査、東主査、羽澤（真）主任

大山主事、吉田（匠）主事

中島保健福祉課長、高村主査、高橋主査、吉田（宏）主査

竹田主査、加藤技師、中山主任

大瀬町民税務課長、大坂主査、田畑主査、吉澤主任

傍聴人 松田守弘

報 道 道新 恵本俊文

平成23年度決算審査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


