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会議録 平成24年9月13日（木） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第4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 9:30～14:18

事 務 局 山 本、近 藤

吉田委員長 定刻になりましたので、ただいまから9月12日に引き続き「第4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）町民税務課（9:30～）

吉田委員長 町民税務課の皆さん、昨日に引き続き決算審査のほうを進めてまいりますの

でよろしくお願いいたします。

まずはじめに、大瀬課長のほうから概要についてと説明員の紹介をよろしくお願いいし

ます。それでは大瀬課長。

大瀬町民税務課長 おはようございます。ただいまより決算の説明に入らせていただきま

す。

きのうは、戸籍と税務のほうを説明させていただきました。本日は、住民グループの国

民健康保険担当、社会福祉・国民年金担当、住民担当の所管の順で説明をさせていただき

ます。

出席者の紹介をさせていただきます。

まず、左隣が国保担当の田中主幹でございます。隣が税務の田畑主査でございます。奧

まって端が渋谷主幹です、住民担当でございます。隣が社会福祉・国民年金担当の堺主査

でございます。私の後ろが税務の加藤主任でございます。きょうはこのメンバーで説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

さっそく、国保会計から説明させていただきます。

国保会計、平成23年度の決算でございますけれども歳入は9億1,039万1,490円、歳出が7

億8,284万2,391円で、1億2,754万9,099円を翌年度に繰り越すことになってございます。前

年度、22年度との比較では、約5,000万円支出が少なくなっておりますけれども、主な要因

といしましては、国保病院で導入しました電子カルテの補助金を繰り出していた部分、こ

の部分4,500万円が減少したものが主な要因となってございます。
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その他については、昨年同様とほぼ同額で推移をしてございます。

続きまして、平成23年度の後期高齢者会計でございますけれども、歳入が1億7,382万2,

849円、歳出が1億7,294万5,566円、87万7,283円を翌年度に繰り越すことになってございま

す。

22年度との比較では、後期高齢者医療広域連合納付金が2,800万円ほど増加したという分

だけが主な要因となってございます。

その他一般会計としましては、乳幼児医療費が昨年、23年の8月より小学生まで医費の拡

大を実施したことによりまして、280万円ほど支出が増えてございます。

あと、重度心身障害者及びひとり親家庭等児童医療費の給付ですが、前年度より約280万

円の増加、1,858万5,916円となってございます。これが国民健康保険担当の部分の主な概

要でございます。

続きまして、住民グループ社会福祉・年金担当のほうですけれども、これは、社会福祉、

民生委員、生活保護、社会福祉団体、行旅病人等の事務費を社会福祉総務費全体で行って

おりますけれども、執行額は前年度とほぼ同額でございます。また、児童福祉総務費です

けれども、22年度に児童手当のシステム改修費が303万円ほど多く支出してございますけれ

ども、23年度はその分少なくなっておりまして、その他についてはほぼ同額で支出をして

ごいます。国民年金事務費につきましても前年度と同額になってございます。児童措置費

は、子ども手当が前年度より600万円ほど増加になってございます。

次に、住民グループなのですけれども、住民グループにつきましては、交通安全、また

防犯灯等の事務を進めておりますけれども、昨年は防犯灯の補助が戻りました。その部分、

310万円ほど増額となってございます。清掃費におきましては、22年度より800万円ほど増

加にしておりますけれども、これは、平成22年に木古内町で火災がございました。その火

災の部分で、材料等の処理費として23年度の負担金が増加になっておりますけれども、24

年度は逆にその分が少なくなったということで減額をしてございます。

その他については、住民担当についてもほぼ同額でございます。以上、概略を説明させ

いただきました。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、さっそく国保担当のほうから決算書歳出・歳入の説明に入りたい

たと思います。それでは、田中主幹のほうからよろしくお願いいたします。

田中主幹 国保会計からでよろしいですか。決算書については国保、後期、別々になって

おります。実績報告書については、国保と後期一緒になっておりますので、国保の決算書

と実績報告書をまずご用意いただきたいと思います。

吉田委員長 特別会計ですね。田中主幹。

田中主幹 国保特別会計の決算書、それから国保と後期が一緒になりました実績報告書が

お手元にあるかと思います。よろしいでしょうか。

それでは、国保決算書の12ページ、実績報告書の6ページ、国保特別会計の歳出からご説

させていただきます。

1款 総務費、全体で予算額3,196万9,000円、支出済額3,132万9,072円、全体で98％の執

行率で概ね予算どおりの執行となっております。1目 一般管理費は決算額2,896万5,735円

で、主なものとしては、職員3名分の人件費と嘱託職員1名分の人件費と委託料が主な支出

内容、全体の支出としては例年どおりの支出内容となっております。2目の連合会負担金、
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決算額54万8,916円で北海道国保連合会と国保連合会の渡島支部の負担金となっております。

決算書13ページ、実績報告書7ページをお開きください。2項 徴税費は1目 賦課徴収費

が決算額161万8,381円で、賦課徴収に関する消耗品、郵送費、滞納整理機構への負担金、

当初賦課の委託料などとなっております。2目の納税奨励費は決算額5万400円となっており、

納税奨励用のパンフレットの購入費となっております。3項 運営協議会費は決算額4万5,

640円、国保運営協議会開催のための費用でございます。4項の趣旨普及費10万円は、各種

の制度普及のための郵送料となっております。

次に、決算書で14ページから16ページにかけてなります。実績報告書で7パージから8ペ

ージになりますが、2款の保険給付費は不用額が2,906万9,530円と若干多くなっております

が、全体の執行率としては94.6％、医療費としては概ね予算どおりの執行となっておりま

す。この間の各医療給付者数の推移は、説明資料の31ページに各医療の給付者数の推移、

この保健給付費関係の内訳については、33ページに詳しい数値を記載してございますので、

ご参照願いたいというふうに思っております。療養給付費・療養費・高額療養費の合計で、

前年度と比較いたしまして、全被保険者で545万円ほど減少となっております。出産育児諸

費は5件で210万円、葬祭費は10件で30万円の支出、移送費については支出がありませんで

した。

続きまして、実績報告書9ページになります。3款の後期高齢者支援金は事務費とあわせ

て7,626万5,490円で執行率100％。4款の前期高齢者納付金は事務費とあわせて22万7,459円

で、執行率99.8％となっております。

決算書が17ページになります。

老人保健拠出金については、事務費とあわせて19万1,399円、執行率99.8％。6款 介護

納付金は3,885万9,358円、執行率100％で予算どおりの執行となっております。7款の共同

事業拠出金は、全体で9,209万5,680円の支出で執行率は82.5％、不用額が631万6,000円ほ

ど出ていますが、それぞれ高額医療共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金との

関係から年度末までの拠出額の変動の過納から不用額となっているものです。

決算書で18ページ、実績報告書で10ページになります。

8款 保健事業費、1項 特定健康診査等事業費、1目 特定健康診査等事業費は40歳以上

の被保険者全員を対象とした健診事業で、23年度は314人が受診し、予算の執行率は87.8％

の執行となっております。

決算書は19ページお願いいたします。

2項の保健事業費、1目 疾病予防費は91.2％の執行率でほぼ計画どおりの執行となって

おります。内容は、被保険者の保健事業に係るもので、事業内容としましては、健康優良

家庭の表彰・パークゴルフ大会・高齢者スポーツ大会・インフルエンザワクチン接種・脳

ドック健診・医療費適正化事業医療費通知などとなっており、詳細につきましては、説明

資料の34ページに記載してございますのでご参照いただきたいと思います。

次に、決算書が20ページ、実績報告書が11ページになります。3項 特別総合保健施設事

業、1目 保健指導事業は、健康管理センターの運営にあたる人件費に係るもので、100％

の執行率で予算どおりの執行となっております。主なものは、職員2名分の人件費と健康管

理システムの管理委託料と賃借料で、内容は昨年同様となっております。2目の施設管理費

は、健康管理センターの維持管理営繕に係るもので、決算額で94.4％の執行率で概ね予算
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どおりの執行となっております。主なものは、燃料費などの需用費､保守管理委託料円など

です。 次に、決算書が21ページ、実績報告書12ページになります。

9款 公債費の執行はございません。10款 諸支出金、1項 償還金及び賦課加算金、1目

一般被保険者保険税の還付金が7万6,500円、過年度分の保険税の還付金になります。2目

退職被保険者等保険税還付金2万7,500円、同様でございます。3目の償還金で、4項目の償

還がなされております。いずれも、平成22年度の分で高齢者医療円滑運営補助金償還金と

して5,569円、特定健診負担金返還金として29万8,000円、出産一時補助金返還金として14

万円療養給付費負担金返還金として33万1,263円を支出しております。4目の一般被保険者

還付加算金、5目の退職被保険者還付加算金は執行がございません。

次に、決算書22ページをお開きください。

2項 延滞金は執行がございません。3項の繰出金ですが、直営診療施設繰出金といたし

まして、特別調整交付金直診整備分として682万6,000円を国保病院会計に繰り出しており

ます。

予備費の支出はございません。歳出は以上です。

続いて、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 それでは、歳入に入ってください。田中主幹。

田中主幹 それでは、歳入のご説明をさせていただきます。

決算書6ページにお戻りください。実績報告書が1ページにお戻りください。

よろしいでしょうか。

それでは、決算書6ページ、実績報告書1ページになります。1款の国民健康保険税、1項

国民健康保険税、1目 一般被保険者国民健康保険税、予算額1億4,198万円に対して、決

算額1億3,734万2,742円、調定額が2億2,794万9,829円で執行率で96.7％、収入率で60.3％

となっております。

実績報告書2ページをお開きください。

2目の退職被保険者等国民健康保険税です。予算額1,196万3,000円、決算額973万7,219円、

調定額1,228万8,110円、執行率で81.4％、収入率で79.2％となっております。

詳細については、説明資料40ページに記載されておりますのでご参照願いたいと思いま

す。

続きまして、決算書7ページ、実績報告書3ページになります。

2款の使用料及び手数料、1項 手数料、1目 督促手数料は、保険税の督促手数料で収入

額が8万350円となっております。3款の国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 療養給付費等

負担金は1億5,900万2,499円です。2目の高額医療費共同事業負担金は、388万5,880円で高

額医療費拠出金の4分の1が交付されております。3目 特定健康診査等負担金99万3,000円

が交付されております。これは交付率が3分の1です。2項の国庫補助金、1目 財政調整交

付金は決算額6,954万1,000円です。財政調整交付金のうち特別調整交付金については、説

明資料の32ページに昨年度と比較したものを掲載されておりますのでご参照願いたいと思

います。

決算書8ページになります。
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療養給付費交付金3,445万8,009円となっておりますが、退職者医療の給付に充てられる

ものとなっております。

5款の前期高齢者交付金、1億5,694万9,437円となっております。これは、65歳から74歳

までの前期高齢者と言われるかたたちの医療費分として、当該年度の概算と前々年度の精

算としてあわされたものが交付されるものです。6款の道支出金、1項の道負担金は、1目

高額医療費共同事業負担金が388万5,880円、2目の特定健康診査等負担金が99万3,000円と

なっております。これは、国庫負担金と同様のものです。2項の道補助金道調整交付金は、

決算額2,823万3,000円となっております。この内容の詳しい詳細につきましては、説明資

料32ページに記載しております。

決算書9ページ、実績報告書が4ページになります。

共同事業交付金、1目 高額医療費共同事業交付金2,075万7,775円、2目 保険財政共同

安定化事業、これが7,591万8,855円となっております。

これは、発生した高額療養費に一定の割合で交付がされるものとなっております。

8款の繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 保健基盤安定繰入金3,290万6,000円、2目

一般会計繰入金5,424万8,000円となっております。

説明資料32ページに前年度と比較して記載しております。

9款 繰越金は平成22年度の繰越金として1億2,118万4,700円となっております。

決算書が10ページになります。

10款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、2項 預金利子については収入がありせん。

決算書11ページ、実績報告書が5ページになります。

10款の諸収入、3項 雑入、5目雑入ですけれども、出産手当一時金の国庫分として2万円

掛ける5件10万円、超高額医療費共同事業交付金が6万910円、嘱託職員の雇用保険料が22,

908円、高齢者円滑事業補助金4万100円、平成22年度の滞納整理機構の余剰金が戻されもの

が5万226円、先ほども課長からもご説明がありましたが、歳入合計9億1,039万1,490円から

歳出合計7億8,284万2,391円、差し引き1億2,754万9,099円が24年度会計へ繰り越しとなっ

ております。前年度に比較しまして、636万円ほどの増加となっています。以上、説明を終

了します。

吉田委員長 ただいま、国保特別会計の歳出・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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、国保特別会計を終了いたします。

引き続き、後期高齢者をお願いします。

田中主幹。

田中主幹 後期の決算書は別になっておりますので、ご用意いただきたいと思います。

実績報告書はいまの使ったものの3ページ。

歳出からご説明させていただきますので、後期の決算書については7ページをお開きいだ

きたいと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、後期高齢者医療特別会計について、歳出よりご説明させていただきます。

決算書7ページ、実績報告書が3ページになります。
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1款の総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費は、予算額113万4,000円に対し、決算

額105万7,899円で93.3％の執行率となっております。主なものといたしましては、13節の

委託料で電算システム関係の保守委託料となっております。2項の徴収費は、予算額77万円

対し、決算額76万7,092円で99.6％の執行率となっております。主なものとしましては、納

付書の作成委託料及び送料などとなっております。2款 保健事業費、1項 保健事業費、

1目 疾病予防費は予算額67万円、決算額63万9,250円で95.4％の執行率となっております。

主な支出は、インフルエンザワクチンの購入費用と健診委託料となっております。

決算書8ページをお開き願いたいと思います。

3款の後期高齢者広域連合納付金は、予算額1億7,188万3,000円に対し、決算額1億7,035

万3,125円で99.1％の執行率となっております。内容は昨年と変わっておりません。

実績報告書4ページになります。

4款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 保険料還付金は予算額30万円に対し、

決算額は12万8,200円で42.7％の執行率となっております。2目の保険料加算金はありませ

ん。5款 予備費の執行はございません。歳出については以上です。

引き続き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 歳入に入ってください。田中主幹。

田中主幹 決算書が4ページにお戻りください。実績報告書1ページになります。

1款 後期高齢者医療保険料、1項 後期高齢者医療保険料、1目 特別徴収保険料は予額

3,258万9,000円、決算額3,207万8,500円、調定額3,207万8,500円、執行率98.4％、収入率

100％となっております。2目 普通徴収保険料は、現年度分、過年度分の合計として、予

算額1,387万7,000円、決算額1,275万5,700円、調定額1,312万8,300円、執行率91.9％、収

入率97.2％です。うち、現年度収入分は98.6％、過年度分は21％の収入率となっておりま

す。2款の使用料及び手数料、1項 手数料、1目 督促手数料は予算額1万2,000円、収入済

額4,000円となっております。3款 広域連合支出金、1項 広域連合補助金は40万円で内容

は後期高齢者医療加入者のインフルエンザ、ガン検診に対する補助金となっております。

決算書の5ページをお願いいたします。

繰入金、一般会計繰入金、1目 事務費繰入金は4万2,000円となっております。2目 保

険基盤安定繰入金は2,282万8,000円となっております。3目 療養給付費負担金繰入金は1

億26万9,000円となっております。5款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金は482万5,549

円となっております。

実績報告書が2ページになります

6款 諸収入、1項 延滞金及び加算金、及び2項 預金利子については収入はありません。

決算書は7ページになります。

3項の受託事業収入健康診査受託事業収入、16万1,200円が正解これは広域連合からの健

康診査実施及び勧奨にかかる受託事業収入となっております。4項の雑入45万8,900円は、

広域連合からの保険料の精算分の還付金となっております。

以上、歳入合計1億7,382万2,849円から歳出合計1億7,294万5,566円、差引額87万7,283が

24年度へ繰り越しとなります。以上となります。よろしくお願いいたします。
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吉田委員長 ただいま、後期高齢者医療特別会計の歳出・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 ないようなので、次に移りたいと思います。

次、一般会計ですね。一般会計のほうを田中主幹、よろしくお願いします。

田中主幹 一般会計会の決算書をご用意願いたいと思います。実績報告書についても同様

でございます。

よろしいでしょうか。

決算書の31ページ、実績報告書も31ページ。歳出からご説明申し上げます。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、28節 繰出金、8,715万4,000円

を国保会計に繰り出しております。操出金の内容につきましては、国保会計の繰入金でご

説明したとおり、説明資料をご参照いただきたいと思います。

決算書31ページになります。実績報告書が34ページになります。

6目 心身障害者ひとり親家庭等医療費は予算額1,895万7,000円、決算額1,858万5,916円、

執行率98％、37万1,084円の不用額が出ておりますが扶助費の減による不用額となっており

ます。7目 乳幼児医療費は予算額768万円、決算額751万9,319円、執行率97.9％となって

おります。それぞれの給付費の支払い状況につきましては、説明資料の35ページから37ペ

ージにかけまして記載されております。それぞれの受給者数の推移は、31ページに記載さ

れておりますのでご参照願いたいと思います。

決算書35ページ、実績報告書が36ページになります。

11目 後期高齢者医療費は、後期高齢者医療特別会計への繰出金で予算額1億2,313万9,

000円、決算額も同額で執行率100％となっております。12目 老人医療費は執行がござい

ません。歳出は以上です。

吉田委員長 歳入に入ってよろしいですか。それでは、歳入もお願いします。田中主幹。

田中主幹 それでは、国保係関係の歳入につきまして、説明させていただきます。

決算書14ページまでお戻りください。実績報告書も14ページまでお戻り願いたいと思い

ます。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金 3節 国民健康保険事業負担

金303万8,221円となっております。これは、国民健康保険税の軽減分に係る保険者支援分

の基準額の2分の1が町村に対して国が助成するものとなっております。

決算書16ページ、実績報告書15ページになります。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、3節 国民健康保険事業負担金2,

231万8,035円となっております。これは、国民健康保険税の低所得者に対する保険税軽減

分の基準額の4分の3を道が負担し、保険者支援分の基準額の4分の1が同じく道が支援する

のとなっております。4節の後期高齢者医療負担金、1,712万292円となっております。後期

高齢者保険料は、これも低所得者に対する保険料の軽減分の4分の3を道が負担しているも

のです。

次に、実績報告書16ページになります。

2項 道補助金、1目 民生費補助金、3節 心身障害者ひとり親家庭等医療費補助金から

8節 乳幼児医療事務費補助金までは、北海道医療給付事業にかかる医療費の補助・事務費
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補助となっております。これらの全事業の医療費補助金合計で737万7,000円、事務費の補

助金合計で59万2,000円となっております。それぞれ、補助対象需要額の2分の1が補助され

ております。

続きまして、決算書22ページ、実績報告書20ページとなります。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入のうち上から3つ目の二重まるのとこ

ろ、町民税務課、括弧、住民グループ所管となっているところがあると思うのですが、そ

このうち高額療養費繰替金が166万9,545円となっております。内訳は、重度身障分が127万

5,096円、ひとり親家庭の分が5万5,856円、乳幼児分が33万8,593円、また、老人保健特別

会計廃止による一般会計への繰り入れが30万2,493円となっております。雑入のところの当

係の分は以上です。これで一般会計の説明を終わらせていただきます。

吉田委員長 ただいま国保の一般会計の歳出・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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、これで国保の関係は終わりです。

次に、移っていただきたいと思います。

次は、社会福祉のほうですね。

それでは、さっそく次の福祉年金担当の説明に入りたいと思います。堺主査のほうから

説明をお願いいたします。

堺主査 堺です。よろしくご審議をお願いします。

それでは、さっそく歳出より説明いたします。

一般会計決算書31ページ、実績報告書31ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費で、予算額8,940万7,000円、決算

額8,923万8,111円、執行率が99.8％ということで、概ね予算どおりの執行となっています。

主なものとして、8節 報償費138万円、これは、民生・児童委員23名分の報償費です。13

節 委託料、こちらが行旅病人の検診委託料2名分で4万7,010円となっております。

続きまして、20節 扶助費38万7,931円、これは福祉灯油47世帯への支給費であります。

また、28節の繰出金ということで、8,715万4,000円については国民健康保険の特別会計

への繰出金であります。

次に、決算書は同じページです。実績報告書も同じページです。2目 国民年金事務費で

予算額12万2,000円、決算額11万2,575円で、執行率92.3％で概ね予算どおりの執行となっ

ております。そのうち主な内容としては、13節 委託料10万6,575円ということで、国民年

金の電算事務費委託料で個人の加入記録等を管理しておりました。

なお、この委託料について平成24年度については、この加入記録等は年金事務所で全て

管理されるようになっていましたので、24年度からは委託料としての計上はしておりませ

ん。

続きまして、一般会計決算書35ページ、実績報告書36ページです。2項 児童福祉費、1

目 児童福祉総務費で予算現額38万8,000円、決算額31万6,448円で、執行率81.6％となっ

ています。主なものとして、11節の需用費なのですけど、子ども手当に関する消耗品が10

万7,928円、13節の委託料のシステム保守委託料が18万9,000円となっております。
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次に、決算書は同じページで、2目 児童措置費で予算額1億2,926万8,000円、決算額1億

2,836万6,640円、執行率は99.4％となっています。主な内容としては、13節 委託料7,62

3万7,640円が私立保育園の入所児童運営委託料です。

また、20節 扶助費に関しましては5,212万9,000円ということで、これは子ども手当の

支給となっております。

歳出の最後ですけれども、一般会計決算書54ページ、実績報告書60ページをお開きくだ

さい。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、23節 償還金利子及び割引料の中

で、平成22年度子ども手当国庫負担金返還金として、1万9,333円、同じく道費負担金返還

金として7万1,000円となっており、実績に伴う返還金となっております。支出については

以上です。

吉田委員長 ただいま、歳出の説明が終わりました。歳入に入ってよろしいですか。

又地委員。

又地委員 児童措置費の委託料が90万1,360円の不用額ですね。これは、児童数の減による

ものなのかどうか、ちょっと90万円もあるので説明ください。

吉田委員長 堺主査。

堺主査 90万円というのは不用額の部分でよろしかったですか。予定していたものよりも

確かに児童数が減ということでした。23年度後半、3月議会の前ですけれども、「不用額が

多く出そうです」ということで財政と協議させていただきました。そして、多いのですけ

れども、いま3歳以上の入所児童についてはまず、3歳は80％を超えております。そして、

4歳、5歳については90％以上を超えておりまして、その時期に入所される児童については

0歳児、1歳児、もしくは2歳児ということになっております。このかたの0歳児が1人入所す

ることによって、1か月ですけれども保育所に払うものが18万円くらい払わなければちょっ

と超えるくらいですけれども、それでいて2月なのですけれども生まれて間もない、最近共

働きも多くなってきているので、3名、4名入所するとも80万円近いお金になるということ

になっておりまして、それで、90万円という額が残ったのですが、「ちょっと多めでもち

ょっと予算的には残しておきましょう」ということで、90万円の不用額となっております。

吉田委員長 又地委員、よろしいですか。

福嶋委員。

福嶋委員 児童措置費の実績報告書36ページ金額は少ないのですけれども、委託料で知内

保育園22万630円というふうにあるのですけれども、木古内保育園、永盛保育園、知内町保

育園と3つになっておりまして、知内の住民の負担分もどういうことで我が町が払うのか、

その内容を見せてちょっと説明してください。

吉田委員長 堺主査。

堺主査 この22万円は、知内保育園に確かに入ったのですけれども、内容については木古

内の町民が「ちょっと家庭の事情で知内保育園に通いたい」ということで申し出がありま

して、それで、知内のほうと協議をした結果、約2か月間くらい知内の保育園に通ったとい

うことで、うちのほうで知内保育園に委託料を支出しているということになります。

吉田委員長 福嶋委員、よろしいですか。

福嶋委員 はい。
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吉田委員長 ほかにございませんか。東出委員。

東出委員 説明資料の中で、ちょっと現状を知りたいものですから現状を教えていただき

たいなと思うのですが、行旅病人の関係なのですけれども、20年、21年、22年と随分多か

ったのですけれども、23年度は35人というふうに減ったのですけれども、この辺ちょっと

4年間経過の中でどういうふうな形でこうなって来たのか現状を教えていただきたいなと。

吉田委員長 堺主査。

堺主査 現状と言いましても、窓口に通称旅人と言われるかたですが、来た時にうちのほ

うで支出をするという形になっておりまして、この旅人が減った要因については基本的に

はわかりませんが、要因として考えるのであれば23年の地震があったために、その時に多

分避難所が設置されて、そちらのほうに旅人が逃げ込んだというようなことで思われます。

ただ、平成24年度につきましては、この半年間で30名程度また来ておりますので、23年度

が特別少なかったということでご理解いただきたいというふうに思います。以上です。

吉田委員長 よろしいですか。東出委員。

東出委員 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、歳入に入ってください。堺主査。

堺主査 続きまして、歳入のご説明をいたします。

決算書12ページ、実績報告書12ページをお開きください。

11款 分担金及び負担金、1項 分担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉負担金で保

育所入所児童本人負担金が1,817万7,640円となっています。これは、本人負担分の保育料

です。

次に、決算書14ページ、実績報告書13ページをお開きください。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉負担金で、実

績報告書上段の国民年金事務費負担金として166万3,200円が交付されております。

次に、一般会計決算書が同じく14ページ、実績報告書14ページです。

2節 児童福祉負担金で保育所運営費負担金が2,541万8,730円、子ども手当負担金として

つなぎ法分2,950万2,665円、特措法分が1,167万7,665円交付されています。子ども手当が

2本になっているのは、平成23年9月分までのつなぎ法と10月からの特別措置法の国・道・

町の按分率が異なっているため、あえて2段として掲載させていただきました。

続きまして、決算書15ページ、実績報告書15ページをお開きください。

3項 国庫委託金、2目 民生費委託金、1節 児童福祉費委託金で特別児童扶養手当事務

費委託金と子ども手当の事務費となっております。子ども手当の事務費については従来、

児童手当の時に支給されていなかった中学生のみ扶養している世帯に対する支給事務費と

いうことになっております。

次に、一般会計15ページから16ページ、実績報告書は15ページです。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉負担金で実績報告

書、民生児童委員活動費負担金が154万5,280円交付されています。

また、2節の児童福祉負担金で1,925万5,422円となっておりまして、内訳として保育所の

運営負担金が1,270万9,365円、平成22年度保育所の運営負担金として107万1,727円、子ど
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も手当の道費負担金、つなぎ法分が369万5,665円、特措法分が177万8,665円となっていま

す。

次に、決算書17ページ、実績報告書17ページをお開きください。3項 道委託金、1目

総務費委託金、4節 統計調査費委託金で保健福祉統計調査事務委託金が4,100円の部分の

担当となっております。これは、2年に1回事務費委託金として交付されるものとなってお

ります。

最後ですが、決算書22ページ、実績報告書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、3節 雑入で実績報告書中段よりちょっと上です

けれども、町民税務課住民グループの中で行旅病人送還保護旅費返還金が1件で840円とな

っております。歳入については以上です。

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、終わりですね。お疲れ様でした。

では、次に移ります。次は、住民課住民グループですね。

よろしいですか。

それでは、住民グループの説明に入りたいと思います。

それでは、渋谷主幹のほうから歳出・歳入の説明をお願いします。

渋谷主幹 渋谷です。よろしくお願いいたします。

歳出よりご説明いたします。

実績報告書27ページ、決算書27ページです。

2款 総務費、1項 総務管理費、5目 交通安全対策費です。予算額が360万7,000円、決

算額360万5,391円、執行率100％。主な支出につきましては、19節 負担金補助及び交付金

の交通安全の推進委員会補助金350万2,000円です。

次に、実績報告書34ページ、35ページ、決算書34ページです。

3款 民生費、1項 社会福祉費、8目 住民運動費です。予算額707万8,000円、決算額7

05万6,266円、執行率99.7％。主な支出につきましては、19節 負担金補助及び交付金585

万8,183円で、このうち防犯灯関係補助金が562万4,183円で、防犯灯に対する助成のほうが

515万7,921円、補修に対する補助が46万6,262円となっております。前年度と比較しまして、

防犯灯料金補助が265万2,354円増えておりますけれども、これは、23年度から防犯灯料金

が全額助成になったことによるものです。

次に、実績報告書37ページ、決算書35ページ、36ページです。

3款 民生費、3項 災害救助費、1目 災害救助費です。

予算額35万円、これにつきましては、条例に該当する災害がなかったために予算執行はご

ざいません。

次に、実績報告書38ページから39ページ、決算書37ページです。

予算額1,059万9,000円、決算額1,033万5,616円、執行率97.5％。主な支出につきまして

は、賃金422万1,370円、11節 需用費186万4,066円、15節 工事請負費207万9,000円で賃

金につきましては、安行苑の2名分の賃金です。需用費の内訳につきましては記載のとおり

です。なお、修繕費41万3,148円の内容につきましては、火葬炉の燃焼部品交換が7万5,60
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0円、そのほか水道修理が33万7,548円となっております。

また、工事請負費の内容につきましては、1号炉の火葬炉、主燃焼炉の耐火物の積み替え

工事です。

なお、不用額26万3,384円につきましては、主なものにつきましては、4節の共済費で7万

6,831円、7節 賃金6万3,631円及び12節の役務費5万8,767円が主なものとなっております。

次に、実績報告書40ページ、決算書38ページです。

4款 衛生費、2項 清掃費、1目 清掃総務費です。予算額1億5,562万1,000円、決算額

1億5,558万8,894円、執行率100％。主な支出につきましては、11節 需用費231万494円、

ゴミ袋の制作費。19節 負担金補助及び交付金で1億5,327万8,400円となっております。

同じく実績報告書40ページ、決算書38ページです。

4款 衛生費、2項 清掃費、2目 ゴミ処理費です。

予算額が3,182万9,000円、決算額が3,164万6,255円、執行率99.4％。主な支出につきま

しては、13節の委託料3,163万9,010円、これはゴミ収集業者への委託料です。それとゴミ

袋の販売店への委託料が87万4,010円となっております。以上で歳出の説明を終わります。

吉田委員長 ただいま歳出の説明が終わりました。

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、歳入を引き続きお願いします。渋谷主幹。

渋谷主幹 それでは、歳入についてご説明いたします。

実績報告書12ページ、決算書12ページです。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、2目 衛生費使用料です。

予算額が139万4,000円、決算額が153万1,000円、執行率109.8％。

1節 保健衛生使用料153万1,000円で内訳は記載のとおりです。執行率109.8％というこ

とで決算額で13万7,000円増となっておりますけれども、これにつきましては、予算で計上

しました知内町の火葬件数が11件、町外火葬件数が5件、それぞれ増えたことによるもので

ございます。

次に、実績報告書13ページ、決算書13ページ、14ページです

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、3目 衛生手数料です。1節 保健衛生手数料が

1,188万5,235円で内訳につきましては、記載のとおりでございます。

次に、実績報告書15ページ、決算書16ページです

14款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金です。1節 社会福祉費補助金で一

番最後に記載されております、消費者行政活性化補助金62万720円です。補助率10分の10で

歳出対応科目は3款の民生費、1項 社会福祉費 8目住民運動費、9節 旅費及び11節 需

用費となっております。

次に、実績報告書17ページ、決算書17ページです

14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金です。1節 総務費委託金の上から

3番目です。道公害防止委託金1万5,000円です。これは権限移譲交付金です。

同じく実績報告書17ページ、決算書17ページです。

14款 道支出金、3項 道委託金、2目 衛生費委託金です。予算額9,000円、決算額1万

1,700円、執行率130％、1節 保健衛生費委託金の浄化槽設置事業事務委託金1万1,000円で
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浄化槽関係の届け出受理に係る権限移譲交付金です。

次に、実績報告書19ページ、決算書21ページです。

19款 諸収入、4項 受託事業収入、1目 衛生費受託事業収入です。予算額441万8,000

円、決算額425万8,498円、執行率96.4％、1節 安行苑使用受託収入425万8,498円で、これ

は、安行苑の維持管理運営事業費に係る知内町分の負担分です。以上で歳入の説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願いします。

吉田委員長 歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑に入りたいと思います。質疑ございませんか。

東出委員。

東出委員 実は、渡島西部四町の広域事務組合、渡島廃棄物広域連合と両方に8,000万円、

それから7,000万円と両方あわせて1億5,000万円。そして、24年度以降は広域連合は800万

円くらいプラスになるのかな、この前言っていましたよね。また、渡島西部四町のほうに

おいては、し尿処理施設の増改ですか、それによって当町の負担も2億円になるだろうと。

ややもすると、2億円超えていくのではないかと両方をあわせて、そんな中でゴミの部分に

ついてお伺いするのですけれども、2億円近いお金がかかっていくのは良いのか悪いのかわ

かりませんけど、どうにもならないのですよね、負担しなければならないですから、これ

はやむを得ません。しかし、当町でも随分ゴミの量については減量されて来ているなとい

うふうに思うのです。こうやってみますと、各町内会において、資源ゴミの回収等を一生

懸命やっているのですけれども、この中でおおよそ資源ゴミとして、どれくらい年間いっ

ているのかお聞かせ願いたいと思うのと、それから、もし渋谷主幹のほうで控えていれば、

いま農地のほうも伯昭さんが月にいっぺん回ってくるのですけれども、例えば鶴岡を例に

捉えてお話すると、年間結構出していると思うのですけれども、町内会の総会に行くと2、

3万円なのです。資源ゴミを収集してお金に換金されている部分が、そんなことでいま伯昭

さんのほうと折衝しているのかしていないのかわかりませんけれども、もしわかっていれ

ばアルミはいくらなのか、スチールはいくらなのか、新聞紙はいくらなのか、この辺もし

資料であれば欲しいなと思うのですけれども、まずそれを一つお願いします。全体的に資

源ゴミと言われるものの総トン数を把握していれば、ちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

吉田委員長 2点について説明を求めます。渋谷主幹。

渋谷主幹 まず、町内会の関係については、いま現時点では詳細まで把握しておりません。

ゴミの量についてはいま集計するところでございます。それで、リサイクルセンター、衛

生センターのほうに搬入している分につきましては、資料に載せておりますけれども、こ

の数字で把握しているという状況でございます。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 一つ答弁漏れがあるのですけれども、後段のほうのいまほとんど農地のほうは

伯昭さんが回っているのですけれども、全体的にスチールの缶はいくらなのか、アルミは

いくらなのかという単価を覚えていれば、こちらのほうにただ収集だけをしてくれと言う

のではなくて、ではいくらになっているのか。市場相場も多少あってでこぼこするのだけ

れども、その辺把握していますか。

吉田委員長 渋谷主幹。
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渋谷主幹 いまこの場でちょっと資料はないのですが、単価については把握しております。

吉田委員長 出してもらいますか、東出委員。

東出委員 では、委員長にお願いしますけれども、資料としてちょっと見させていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。

吉田委員長 すぐ出せますか。時間かかりますか。

それでは、資料が出るまで、暫時、休憩をいたします。

休憩10:38

再開10:46

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

資料の準備ができましたので説明のほうお願いします。

渋谷主幹。

渋谷主幹 あくまでも参考ということでよろしいでしょうか。新聞につきましてはキロ3円、

雑誌につきましては1円、段ボール1円、牛乳パック5円、アルミ缶20円、スチールはゼロ円、

ペットボトル1円、それくらいです。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 参考までに港町町内会、アルミキロ50円、スチール10円、ペットも10円、牛乳

パックとかはそんなに出ないのであれですけど、ですが段ボールの1円というのは安いです

ね。それから、新聞紙もあれなのです。新聞紙とチラシを別にします。あの人がたは新聞

紙とチラシが一緒だと、チラシと新聞紙を分けなければならないのです、持って行く人は。

そうしたら手間がかかるので、多分これは1円とかそういう手間を見てのあれだと思います。

ですから担当とすれば、例えばこういうところへ出すというのであれば、「きちんと分け

なさい」と、そうすると値段も高くなります。ただ、アルミの20円というのは、うちは50

円ですから。スチールゼロ、これは前はスチールはゼロでした。ですが、うちでいま出し

ているところに交渉して、そして10円にしてもらいました。ちなみにこの人かたがアルミ

を1トンプレスして苫小牧かどこかに持って行く、トン当たり150万円です。ですから、伯

昭が良いとか悪いとかということではないと思います。おおかたのところは木古内は伯昭

だと思うけれども、参考までに。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 おそらく、それを単価交渉を行政にやれというのはあまりにも虫のいい話なの

で、そうすると、これらについては業者さんとある意味では各町内会でやっていただきた

いというのが基本的な部分なのでしょうね。その辺どうでしょうか。

吉田委員長 大瀬課長。

大瀬課長 参考までに聞いておきます。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 ただ私は、うちの町内会で出している伯昭さんだとかうちで出している、それ

はそれでその値段の差はあります。それは交渉次第だと思うのですが、例えば木古内町か

ら町から出てセンターに行くものもあるのです、いまだかつてあります。そうすると、西

部四町の議員さんがたにわかって欲しいのは、やはりプレスして出しているのです。売っ
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ています。収入として四町の議会で出てくるでしょう。それは黒田さんが持って行くので

す。もともとある黒田という雑品屋さん、そこの値段を1回調べてみればいいのです。セン

ターのところアルミはアルミ、スチールはスチールでやっているから、プレスしています。

あれは、例えば1年間なら西部四町は1年間なら1年間の収入として計上してくるはずです。

それの単価がいくらになっているのかということを、やはり調べてもし「何だ」と思うよ

うな金額であれば、それなりに四町の議員の人がたは、もの申して欲しいなというあれは

あります。

吉田委員長 この件については行政側も勉強がてら、いろいろ調べていただきたいと思い

ます。

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、これで町民税務課全て終わりました。

お疲れ様でした。

次の建設水道課が来るまで、暫時、休憩をいたします。

休憩10:52

再開10:58

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課に入りたいと思います。

それでは、建設水道課に入る前に、若山課長のほうから概要と説明員の紹介をお願いい

たします。

若山課長。

若山課長 建設水道課です。本日はよろしくお願いいたします。

私のほうから、まず、きょうのメンバーを紹介したいと思います。

うちのほうは、建設グループと上下水道グループがございますので、先に建設グループ

にいま出席してもらっています。のちほど、上下水道グループをご紹介したいと思います。

私の横が建設水道課主幹建築担当主査の小池です。私のこちら側が財産担当主査の加藤で

す。その隣が施設担当主査木村です。私の後ろが土木担当主査構口です。それから、建築

担当技師の小西です。よろしくお願いいたします。

私のほうから、建設グループについて概要を説明いたします。

まず、財産及び施設についてです。年間を通じて、担当主査をリーダーとして、担当職

員と臨時職員で町有施設全般の維持管理を行っております。

パークゴルフ場につきましては、資料番号5、決算説明資料の72ページをご参照ください。

こちらのほうに利用実績等を記入しております。利用実績としましては、22年度と比較し

て、4.5％の減少。売上金は13.9％の減少となりました。これは、23年度からシーズン券と

団体券を値下げしたことが主な要因です。

23年度の畜犬登録は314頭、ハチ駆除件数は219件、これは、22年度77件と比較しまして

増加している傾向にあります。参考までに24年、今年度は9月10日現在で110件ほど駆除し

ております。
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続きまして、土木について概要を説明します。

主要な施策につきましては、長年の懸案であった釜谷御宮野地区において落石防護柵設

置工事を着手し、また、新病院建設により計画されておりました旧病院横の町道朝日団地

1条線改良工事の設計を実施しております。

橋梁点検ですが、高度経済成長期に施工した多くの土木構造物に対して、今後、どう維

持管理していくかが社会的に問題になっていることから、土木構造物の延命措置をどう計

画していくかを目的とした「橋梁の長寿命化」のための橋梁点検を行いました。

北海道新幹線建設に伴う町道付替工事は、一部の区間これは新幹線工事影響により不施

工になった部分があるのですが、その部分を残し実施したところであります。

除排雪につきましては、例年になく降雪量・積雪量が多い年であり、3度にわたり補正を

していただいたところです。

建築担当です。公営住宅の修繕、供用電気料等が主な支出となっております。

住宅使用料につきまして、現年分の収入率が98.3％、滞納分収入率7.4％です。以上概要

を説明させていただきましたので、担当のほうより説明させます。

吉田委員長 それでは、加藤主査のほうから説明をお願いします。

加藤主査 それでは、私のほうから施設・財産の担当分についてご説明いたします。科目

が一緒だということで、一緒にご説明してよろしいですか。

吉田委員長 はい。加藤主査。

加藤主査 決算書25ページ、実績報告書25ページ及び資料15ページの不用額一覧をご参照

ください。

それでは、ご説明いたします。

2款 総務費、1項 総務管理費、3目 施設管理費、4節 共済費、社会保険料、雇用保

険料、これにつきましては臨時職員5名分の共済費となっております。

次に、7節 賃金、主なものは施設臨時職員賃金1,623万5,947円、これにつきましては5

名分の通年雇用の臨時職員の賃金となっております。

次に、11節 需用費 個々ございますがまとめて説明いたします。

庁舎及び各施設消耗品・光熱水費・修繕費等については、2,637万1,158円のうち1,621

万6,271円ということで施設の経費としてかかっております。

次に、公用車維持関係としまして、992万7,828円、車検17台分含んでおります。

次に、畜犬・ハチ関係ですが22万7,059円、先ほど課長のほうからもご説明ありました

とおり、ハチ駆除件数については年々増加してきております。

次に、11節 需用費の中で不用額50万円ちょっとございますが、主な要因といたしまし

て、重油代1回分入れるとだいたい40万円弱、強なのですがその分の減額ということでご

了承いただきたいと思います。

続きまして、12節 役務費、主なものにつきましては、庁舎等火災保険料345万4,739円

となっております。これは、一般会計で管理されております92件分の物件の火災保険料と

なっております。同じく公用車共済保険料104万8,880円、これについては一般会計で管理

されております37台分の公用車の保険料となっております。

次に、主なものは、釜谷地域活性化施設荷物運送料、これにつきましては、昨年度の予

算委員会の時に議論になりました旧釜谷小学校の荷物の整理ということで、10ｔトラック
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3台及び作業員3名ということでお願いしております。それで、42万540円ということで経

費がかかりました。

次に、13節 委託料、多々ございますが、まとめてご報告いたします。

各施設に係わる維持管理・保守点検委託料費なのですが、1,413万4,801円のうち762万3,

343円かかっております。狂犬病予防注射済票交付委託料として4万2,966円、町有バスの

運行委託料226万8,000円、延べ112日間の稼働となっております。

次に、庁舎管理警備委託料として306万492円、これは、役場庁舎の管理警備委託という

ことで2名です。

次に、各施設管理委託料114万円、これは、町内施設7か所、釜谷生活改善センターほか

6施設の委託料となっております。

次に、実績報告書26ページ、14節 使用料及び賃借料でございます。主なものは、土地

借上料として91万1,511円となっております。内訳としては、テント市用地として借地料7

1万4,800円が主な借上料となっております。

次に、15節 工事請負費524万5,485円です。産業会館揚水ポンプ取替工事として36万2,

880円、これは、有限会社イワイ設備工業で行っております。

次に、産業会館雨漏り補修工事218万4,000円、後藤建設で行っております。札苅活性化

施設補修工事84万円、西山建設で行っております。パークゴルフ場管理棟屋根塗装工事67

万2,000円、野上塗装で行っております。電波障害設備撤去工事118万6,605円、澤谷電工

で行っております。

次に、16節 原材料費68万984円、主な原材料といたしましてパークゴルフ場の芝とな

っております。

次に、18節 備品購入費、主なものについては公用車1台269万8,000円、これは「トヨ

タのダイナ」、トラックを更新しております。

次に、ストーブ9台、町内の施設・改善センター等のストーブを更新しております。9台

で80万7,975円となっております。

次に、19節 負担金補助及び交付金、下水道受益者負担金88万8,329円、受益者の場所

については山崎1号線付近及び埋蔵文化財事務所周辺の土地となっております。

次に、27節 公課費、重量税43万5,600円、これは、公用車の車検に伴う17台分の重量

税となっております。歳出は以上です。

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 歳入に入ってください。加藤主査。

加藤主査 それでは、歳入の説明をいたします。

決算書12ページ、実績報告書12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、1目 総務費使用料、1節 会館使用料でござ

います。各福祉施設使用料として4万109円となっております。これについては、各会館を

使用した時の使用料、主に釜谷の生活改善センターの葬儀等が主な使用料となっておりま

す。

次に、2節 南北歩道橋使用料、フリースペース使用料27万6,000円、これは南北歩道橋

内におけるフリースペースの使用料として木古内物産より収入を得ております。
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続きまして、3節 パークゴルフ場使用料、287万5,300円、これにつきましては、冒頭

課長のほうからご説明あったとおりでございます。

次に、決算書13ページ、実績報告書13ページをお開きください。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、3目 衛生手数料、2節 畜犬手数料でござい

ます。畜犬の登録手数料4万5,000円、これにつきましては3,000円掛ける15頭となってお

ります。

次に、狂犬病予防注射済票交付手数料10万8,900円、550円掛ける198件分です。

次に、決算書18ページ、実績報告書同じく18ページをお開きください。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入で

ございます。町有地・建物貸付収入として530万7,655円の収入がございます。内訳としま

して、個人24件、34万1,847円、団体20件、496万5,808円となっております。

次に、15款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収

入及び3節の物品売払収入については執行がございませんでした。

次に、決算書22ページ、実績報告書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、3節 雑入、建設水道課分のうち、担当してお

りますのは自動車損害保険料として67万7,950円、雑入で入っております。

続きまして、雇用保険繰替金10万3,108円、施設臨時職員分の雇用保険料の繰替金とな

っております。

続きまして、土地特別会計廃止による入ということで1,226円、雑入として入っており

ます。

続きまして、自動販売機設置電気料27万8,240円、9台分の自動販売機の設置電気料とな

っております。

次に、テント市貸付手数料47万6,000円となっております。

資源ゴミ代金9,131円、これは役場及び公民館等の資源ゴミ回収で7回分の代金となって

おります。自動車重量税還付金1,100円、これは公用車1台廃車しましてその分の還付とな

っております。

続きまして、開建立木伐採補償費として15万8,105円、字大釜谷125の1のうち、天然雑

木342本伐採した時の補償となっております。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。

それでは、質疑を受けます。

質疑ございませんか。

東出委員。

東出委員 直接予算の計数と関係ないのですが、議会としてもいろいろと公用車を使わせ

てもらう機会があるのですけれども、使う車は10人乗ったりするので大きい車を使うこと

が多いのですが、たまたま見受けられるのがどこの課で使ったかわからないのですが、乗

ってみた時に先に使った人は、きちんと最低限綺麗にしておくべきだと思うのですが、随

分その辺が目立つのです。ですから、公用車はやはり大事にみんなで使って1年でも長く

使えるようにしなければならないので、職員みんなで認識していかなければならないと思

うのですけれども、その辺がたまたま汚れている、中が汚れていたりしているのが見受け

られるのです。したがって、この辺について原課でどういう指示をしているのか、この機
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会にちょっと維持管理についてお聞かせ願いたいと思うのと、もう一つは、あの大きいマ

イクロバス10人乗りのトヨタのあれはどうも窮屈なのです、あのバス。決算だから直接計

数に馴染まないかもしれないけれども運転手、助手はいいです、椅子が倒れます。後ろが

先日我々札幌に行ってきたのですけれども、悪いけど乗っていて疲れます、背中が直角で

す。これを何とか椅子、納車した時から言ったこともあるのです。何とかならないもので

すか。できれば、もう少し乗り心地良くしてもらえないものかと思ってあえて話すのです

けれども。この辺の見解を教えていただきたいと思います。

吉田委員長 以上2点について、若山課長。

若山課長 ご指摘のとおり公用車の最低限のマナーといいますか、エチケットといいます

か、そういう点で我々も時々使用者に対して最低限使った者がゴミとか汚れを落としてガ

ソリンは半分程度になった時点で満タンにして、次のかたがすぐに使えるようにという指

導は適宜しているのですけれども、ちょっとその辺、徹底が不足がしている点があります

ので、さらに気を付けていきたいというふうに思います。それと、おっしゃっているハイ

エースかと思います。確かに、助手席・運転席以外の椅子が4列あって、確かにおっしゃる

とおり乗り心地が長距離を走ると大変だというのは理解します。今後、ディーラーさんと

いいますか車の整備工場等とちょっとその辺の多少の整備が、補修といいますか、その辺

が可能かどうか相談をして可能とあれば金額にもよるのですが、その辺を勘案しながら、

もし可能であれば改善に向けていきたいなというふうに思います。

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 福嶋委員。

福嶋委員 私の勘違いかもしれませんけれども、テント市の使用料、先ほど74万1,000円ほ

かここに歳入で47万6,000円入っているのです。それで、きのう産業経済課でテント市の屋

根が剝がれたから、保険が下りたから助成している町からの助成分はカットしたと、カッ

トというより辞退したという説明がありました。今後もしないだろうと。だいぶ保険料が

入って内容が違うけれども、いままで町が助成した分のそれは要らないと。それは辞退さ

れたという報告があった、にもかかわらず金額が70何万の中に40何万入って来ていると、

これはかみ合わないのです。ですから私たちがきのう聞いたことと、きょう言っているこ

とが全然あわないので、その辺がどうなっているかなというふうに感じます。

それからもう1件、その中に自動車損害保険料が67万7,950円入っていますが、この意味

がわかりません。ちょっとこの2件。

吉田委員長 以上2件について、答弁をお願いします。

若山課長。

若山課長 テント市の用地として、北海アウルさんから71万4,800円をこちらから使用料と

してお支払いをして土地を借りております。これは、テント市の建物の分も含んでいます

が、町のほうの駐車場雪置き場と一体で71万4,000円を納めています。テント市のほうの建

物の所有者といいますか、テント市さん側からは土地の使用料として、そのうちの47万6,

000円を町のほうに収入しているというところです。

吉田委員長 福嶋委員、よろしいですか。

福嶋委員 はい。
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吉田委員長 加藤主査。

加藤主査 雑入の部分の保険料かと思われますが、これは昨年平野議員にも大変お世話に

なったのですが、職員1名、矢不来で事故が起こりました。その部分の保険料です。以上で

す。

吉田委員長 よろしいですか。福嶋委員。

福嶋委員 はい。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 公用車の管理を一手にあなたのところでやっているのですが、総台数37台、ほ

とんどは町で買っているのです、購入している。それで、最近は自治体もリースしている

車が結構あるように他自治体があるのですけれども、これは比較検討して見ましたか。例

えばリースをする、例えば5年とか。この辺、私はもうそういう時代ではないのかと思って

います。そうすると、例えば37台、1台、2台リースするのと違って、例えば総台数が37台、

いろいろ車種があります。かなり安くリースできます。ですから、その辺の検討も私は一

度して見たほうが良いのではないかと。例えば、ブレードも夏・冬、付いてくるし、タイ

ヤも付いてくるという状態で早い話燃料だけです。オイルと燃料とあとはウオッシャー液

ぐらいです。ですから、その辺の検討を一度してみたらどうですか。どちらが良いのか。

5年たてば新しい車がまた来ます。そうすると、先ほど同僚議員から質問があったように

「直角でどうの」とか「疲れる」とかそういうこともないような。傷めば必ずリース会社

のほうで直してくれるし、その辺の検討をされたらと思うのですがいかがですか。

吉田委員長 その辺の見解は、若山課長。

若山課長 貴重なご意見をいただきましたので、十分検討させていただきたいと思います。

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、次にまいりたいと思います。

準備よろしいですか。

それでは、土木ですね。土木のほうの説明に入りたいと思います。

構口主査。

構口主査 私のほうから、建設グループの土木担当について説明いたしたいと思います。

まず、歳出からまいります。

決算書39ページ、決算実績報告書41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、19節 負担金補助及び交付金のう

ち上から3行目、北海道土地改良団体連合会負担金4万円、昨年と同額となっております。

次に、決算書42ページから43ページ、決算実績報告書45ページです。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費については各節のとおりとなっており

ますが、13節 委託料において、道路台帳補正を行ったことにより前年度と比較しますと

48万8,100円ほど増となっております。これに伴いまして不用額が発生しているのですが、

これに関して不測の事態に備えた測量の予算を見ていたのですが、それの実施がなかった

ことによるものであります。

続いて、8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費です。13節 委託料と14節

使用料及び賃借料について説明いたします。13節 委託料と14節使用料及び賃借料につい
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ては除雪経費が主となっております。前年度と比較しますと、大雪による影響で委託料に

ついては約3,000万円ほど、使用料については1,200万円ほど増となっております。これに

ついても、不用額が発生しているのですが、先ほど課長のほうから説明ありましたとおり、

補正を3度ほどさせていただいたことによって、その後の除雪稼働がなかったことによる残

となっております。15節 工事請負費について、御宮野地区落石防護柵設置工事を実施しま

して、これはＨ22年度による繰り越し分となっております。

続きまして、道路橋梁費、2目 道路新設改良費です。

決算書43から44ページ、実績報告書46ページです。

13節 委託料と15節 工事請負費、17節 公有財産購入費について説明いたします。

委託料についてです。町道朝日団地1条線改良舗装工事実施設計業務は、社会資本整備総

合交付金の町道改良舗装事業交付金というものでやっております。同じく橋梁長寿命化計

画策定点検業務も社会資本整備総合交付金で活力創出基盤整備総合交付金で行っておりま

す。資料としましては、資料番号5、決算説明資料13ページをご参照願えればと思います。

次に、15節です。工事請負費について、北海道新幹線建設に伴う町道付替工事Ａ工区か

らＤ工区、ＡからＣ工区については平成22年度から、継続費となっております。Ｄ工区は

Ｈ22の繰越事業です。同じく資料番号5の決算説明資料13ページをご参照願いたいと思いま

す。

Ｄ工区について不用額が発生しておりますが、前年度繰越予算の執行の残となっておりま

す。

次に、17節 公有財産購入費は、北海道新幹線建設に伴う町道付替工事Ｃ工区に伴う用地

購入費で205.21㎡を購入しておりますが、全て機構からの受託となっております。

次に、決算書53ページ、実績報告書60ページです。

11款 災害復旧費、1項 土木施設災害復旧費、1目 河川災害復旧費については記載の

とおりとなっております。

続きまして、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 それでは、歳入をお願いします。構口主査。

構口主査 決算書13ページ、実績報告書12ページになります。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料については1節 道路使用料

と2節 堤塘使用料は、主に北電柱・ＮＴＴ柱の占用料をいただいております。

次に、12款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務手数料、1節 総務手数料のう

ち、下から3行目、都市計画図等交付手数料が41件ほどありました。

次に、決算書15ページ、実績報告書14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、5目 土木費補助金です。1節 道路維持費交付金

2,360万円は、除雪事業に係る活力創出基盤整備総合交付金として補助率3分の2となってお

り、あと、今冬の大雪に対する臨時市町村道除雪事業費補助金として補助率2分の1の収入

となっております。同じく2節 道路改良費交付金は社会資本整備総合交付金の活力創出基

盤整備総合交付金、これは橋梁長寿命化事業交付金補助率6割と町道改良舗装事業交付金、

補助率約4割となっております。同じく続いて、3節 都市計画費交付金は、社会資本整備
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総合交付金の活力創出基盤整備総合交付金で新幹線事業で行っている駐車場の整備事業交

付金です。

決算書18ページ、実績報告書17ページです。

14款 道支出金、3項 道委託金、5目 土木費委託金、1節 河川費委託金で、樋門樋管

操作委託金22か所分となっております。

次に、決算書22ページ、実績報告書19ページです。

19款 諸収入、4項 受託事業収入、2目 土木費受託事業収入、1節 道路事業受託収入

は、北海道新幹線建設に伴う町道付替事業として、今年度負担分と前年度繰越分及び下水

道特別会計・水道事業会計からの負担です。同じく決算書22ページの実績報告書20ページ

です。

5項 雑入、1目 雑入、建設水道課の欄の下から3行目、コピー料金は工事用設計図書の

コピー代となっております。その下に雇用保険繰替金として建設グループで臨時職員を置

いておりますので、それによる収入となっております。歳入は以上となります。

吉田委員長 ただいま、土木費の歳出・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 ちょっと教えていただきたいのです。ということは、実績報告書のいま歳入で

14ページ、歳出の部分で除雪費、それから除雪に絡めて3,000万円の1,200万、4,200万円く

らい「通年の年より除雪費がかかりましたよ」という説明でしたよね。それで、そこに今

度ここに14ページで、社会資本整備総合交付金、その中で除雪事業で460万円。それから、

雪寒地域道路事業費補助金、これも臨時市町村除雪事業の補助金で両方あわせて2,360万円

ですよね。そうすると、4,200万円くらいかかって、この2,300万円、4,600万円、2,300万

円だから、まだ2,300万円くらい。そうした中で、予定外にかかったものについては特別交

付金の中でも除雪費の部分を見ているという、見れるという。特交ですから、除雪費いく

ら何がいくらと区切りはつかないだろうけれども、特交の分は特交の分としてもらってい

るのですか。その辺ちょっと、「いやいや大変なものだな」と私自身思ったものですけど、

そうすると4,200万円かかっても2,300万円入って来たから残り2,300万円、そして、特交が

入れば金額1,000何百円くらいかなと思うのですけれども、そういう理解で良いのでしょう

か。

吉田委員長 若山課長。

若山課長 特別交付税につきましては、やはり除雪の部分が費用がかかったということで、

特別交付税の上乗せになっているということは私どもも聞いております。ただ、交付税の

額そのものは私は認識していません。ここに記載しているのは、上のほうの460万円につき

ましては、幹線の町道の除雪事業費の補助金として、690万円の事業費に対して3分の2の補

助をいただいております。もう一つ、下のほうの1,900万円につきましては、通常の除雪事

業を大幅に上回った実績を踏まえていただいて、事業費3,800万円に対する半額補助という

ことで1,900万円を臨時でいただいているということなのです。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 そうすると、総務課長もおそらくこの辺特交ですから、除雪のほうにいくらく

れたか。それから、病院のほうにいくらくれたかとわからないわけですよね。特交ですか

ら。ひと山いくらで来るわけですから。ですからあれなのですけれども。そうすると、こ
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ういう道路維持交付金、また例えばこれ24年度、仮に雪がどっと降ったよと去年並みにそ

うして、また4,000万円近くお金がかかりましたよといった場合には、またこういうものが

適用になってある程度補助というのは、土木費補助金としていただけるものなのかどうか

その辺ちょっと単年度のものなのかどうか。

吉田委員長 若山課長。

若山課長 あくまでも、23年度につきましては、通常を大幅に超える降雪量ということで、

国の措置で暫定といいますか臨時で決まったことなので、24年度にまた4,000万円かかった

から補助が出るかというのはいまの時点ではちょっとわかりません。あくまでも、また例

年を超える雪があれば措置していただけるかどうかということだと思います。

吉田委員長 東出委員。

東出委員 それは、こちらのほうから申請をあげてこういうふうに補助金をいただいたも

のなのか、向こうから黙っていても来たものなのかどうか。

吉田委員長 若山課長。

若山課長 もちろん、最終的には町のほうで補助申請をして交付決定という通常の事業と

同じ作業はします。しますが、その前にこちらから主導というよりも、国のほうが各市町

村の窮状を見て措置していただいた中の結果がということで理解していただきたいと思い

ます。

吉田委員長 よろしいですか。

東出委員 わかりました。

吉田委員長 ほかにございませんか。

暫時、休憩をいたします。

休憩11:40

再開11:44

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

土木費についてほかに質問ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、これで土木の関係は終わります。

昼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、午後1時まで休憩とさせていただきます。

休憩11:44

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、建設水道課の審査に入りたいと思います。審査に入る前に上水、下

水の関係がございますので、若山課長のほうから概況をお願いします。紹介もお願いしま

す。
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若山課長 それでは、上下水道グループのほうのメンバーを紹介します。私の隣が担当主

査の吉田です。後ろのほうに主任の岩本です。同じく木本です。同じく小田島です。この

あと、建築のほうの説明がありますけれども、その前に私のほうから上下水道についての

概況を説明させていただきたいと思います。まず、水道事業です。

水道事業の給水の状況から説明いたします。平成23年度は、引き続き需要家の減少は続

いておりますが、北海道新幹線並びに高規格道路建設に伴う事業所が増加したため、給水

収益が前年度と比べ159万8,000円の増となりました。

年度末における給水人口は、4,957人で、前年度に比べて154人減少しています。一日平

均配水量は、前年度比2.2％減の1,570トンとなっています。また、年間総配水量は、57万

2,871トンで前年度に比べて2.2％減少しています。年間有収水量につきましては、42万5,

830トンで前年度に比べ1.3％減少しています。なお、有収率は、前年度比0.73％増加し74.

33％となりました。

次に、収益的収支の状況です。23年度の収益的収入及び支出における収入決算額は、税

抜き1億4,110万7,854円で、これに対応する支出決算額は、税抜き1億5,846万6,509円とな

り、この結果収支差引税抜きで1,735万8,659円の当年度純損失となりました。この最大要

因は、営業費用のうち資産減耗費の増加によるものですが、現金支出を伴わないため資金

不足とはなっておりません。

続いて、資本的収支の状況です。資本的収入及び支出における収入決算額は、9,847万2,

700円で、支出決算額は1億4,503万3,773円であるため、支出決算額に不足する額4,656万1,

073円は過年度損益勘定内部留保資金で補塡しました。

続いて、下水道事業の概況を説明させていただきます。平成23年度末、下水道事業特別

会計の業務状況は、行政区域内人口5,053人、下水道普及人口は1,925人、下水道普及率38.

1％、前年度末では33.2％となっております。現在までの整備面積は74.6 ha、管渠整備延

長13.6㎞、水洗接続戸数413戸、接続率は59.2％となっております。

下水道使用料は1,964万8,000円の予算に対し、1,981万5,040円の収入があり執行率は10

0.9％、収納率は99.6％です。また、23年度の接続件数は33件となっています。

受益者負担金は440万円の予算に対し、438万5,052円の収入で執行率は99.7％です。内訳

は現年度分収入428万5,409円、過年度分9万9,643円です。以上で概況説明を終わらせてい

ただきます。

吉田委員長 午前中やる予定でした建築関係の審査に入りたいと思います。それでは、建

築担当小池主幹のほうから、よろしくお願いいたします。

小池主幹 私のほうから住宅管理費について説明します。

歳出は決算実績報告書47ページ、決算書45ページに記載しております。

実績報告書に基づいて説明します。旅費については前年度と同じです。需用費について、

修繕費、大平団地・前浜団地・いさりび団地・朝日団地等の光熱費、それから消耗品費と

いうことで、プリンターのトナーとかそういうものを使っております。そのうち、修繕費

の内訳なのですけど、公営住宅の内部の修繕費に約120万9,000円、それから公営住宅のほ

うの建具の修繕に117万4,000円、それから外部のほうの修繕に105万3,000円、それから給

排水の修繕に59万1,000円、電気の修繕に39万9,000円、その他として37万1,000円、それか

ら町民住宅というのがありまして、それの修繕に37万7,000円を使っております。それから、
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12節 役務費についてはこれも前年度と変わりありません。それから、13節 委託料につ

いても、各公営住宅の浄化槽それから消防設備等の管理のための委託料として前年度と同

程度使っております。それから、14節 使用料及び賃借料なのですが、これはいさりび団

地を作った時にテレビの電波障害が起こりまして、ビル陰の解消のためにＮＴＴ柱と北電

柱を借りておりました。それの分の使用料として去年地デジに変換になりまして、7月以降

には地デジの放送になりまして、全部テレビの障害が解消されたということで、次の15節

の工事請負費で計上しておりましたいさりび団地等のテレビ電波障害配線等撤去工事にお

きまして、撤去したのでＮＴＴ柱等の使用も去年の7月以降は借りなくても良いということ

で、この前年度は12か月分でしたけど、23年度は約5か月分の使用料となっております。そ

れから15節 工事請負費ですけど、先ほど言いましたいさりび団地テレビ電波の障害配線

等工事、それに約69万円、それと中野団地排水路改修工事に245万7,000円、これは中野団

地の2階建ての前のほうの排水路が悪かったということでこれの修繕にかかっております。

それから17節 公有財産購入費、これは、中野団地の中に一部2階建てとそれから平屋のほ

うの中間に排水路があったのですけれども、その部分が民有地のままだったものですから、

それを購入したということです。それから、18節 備品購入費におきまして、消火器、朝

日団地、大平団地、大平団地集会場の消火器を購入しております。それから、次に、公営

住宅建設費については決算実績報告書48ページ、決算書45ページなのですけど旅費だけ使

用しておりました。

次に、歳入に移りたいのですが。

吉田委員長 歳入に入ってよろしいですか。

それでは、歳入に入ってください。小池主幹。

小池主幹 歳入は決算書13ページ、決算実績書12ページ及び13ページになります。

それから説明資料69ページから71ページです。

まず、12款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料、3節 住宅使用料現

年度分、4節 住宅使用料滞納分、5節 駐車場使用料、3節 住宅使用料現年度分は調定額

4,590万3,500円に対して、収入済額が4,511万8,500円、未収入78万5,000円で収入率が98％

です。それから、4節 住宅使用料の滞納分については調定額1,787万9,344円に対して、収

入済額132万2,871円、それから不納欠損額が66万9,800円、収入未済額が1,588万6,673円で

収入率は7.4％です。5節 駐車場使用料は大平団地・前浜団地・いさりび団地・朝日団地

の駐車場の使用料で65台分です。調定額が115万1,839円に対して、収入済額108万8,406円、

収入未済額が6万3,433円で収入率は94.5％です。

次が、決算書14ページ、決算実績報告書が14から15ページになります。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、5目 土木費補助金、4節 住宅費交付金、これは

社会資本整備交付金のうち、家賃低廉化事業交付金です。これは、朝日団地を造った時、

朝日団地の家賃の低廉化というか、低く抑えるために国のほうからもらっている交付金が

あります。これが、73万2,000円交付されていました。

それから、決算書18ページ、決算実績報告書17ページ。14款 道支出金、3項 道委託金、

5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金です。これは、建築確認事務委託金で約28件分で

14万1,939円です。建設リサイクル法事務委託金で55件で2万7,431円が道のほうから交付さ

れております。
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それから、決算書22ページ、決算実績報告書20ページです。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入、建設水道課分のうち、一番上のほう

にあります公営住宅の共同電気料です。これは、朝日団地・いさりび団地・前浜団地・大

平団地に住んでいるかたの共用部分の入居者負担分として110万6,703円を入居者からもら

ったものです。以上になります。

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。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 では、質疑ないようなので、次に、移りたいと思います。

どうもお疲れ様でした。

それでは、水道ですね。説明を求めます。上下水道担当の吉田主査のほうから説明をお

願いします。

吉田主査 それでは、平成23年度の水道事業会計決算を実績報告書により説明をしたいと

思います。

最初に水道事業費用から、説明をさせていただきます。

実績報告書1ページをお開きください。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費ですが、予算額1,347万9,00

0円、決算額1,274万1,541円で、執行率は94.5％となりました。項目、決算額とも昨年度と

同様の支出となりましたが、昨年度と大きく違うものとして、修繕費が136万6,000円の減

となっております。これは、平成22年度に計装設備無停電装置の更新ということを行った

ためでありまして、全体で昨年度決算額と比較しますと79万7,515円の減となっております。

続いて、2ページをお開きください。

2目 配水及び給水費、予算額1,819万8,000円、決算額1,784万9,780円で執行率98.1％と

なりました。昨年度と大きく違うところは、給料、手当、法定福利の人件費で210万9,000

円の減となっております。これは、のちほど説明をいたします4条予算、資本的収支の中で

機構からの北海道新幹線建設に伴う水道管移設事業負担金の中の事務費で、技師1名の人件

費の一部を支出しているためであります。この配水及び給水費の全体で昨年度決算額と比

較しますと、142万7,201円の減となっております。

次に、2ページから3ページにまたがっております。

3目 総係費ですが予算額3,407万円、決算額3,379万6,990円、執行率99.2％となってお

ります。給料、手当、法定福利は職員3名分であります。3ページの旅費から負担金までは、

昨年度と大きな違いはありません。

次に、4目 減価償却費ですが、決算額5,348万2,259円となっております。5目 資産減

耗費につきましては、2,426万8,380円となりました。この固定資産の減価償却費を含む固

定資産の明細につきましては、決算書の15ページに固定資産明細書の詳細が載っておりま

すので、ご覧いただきたいと思います。

続いて、2目 繰延勘定償却でありますけれども、控除対象外消費税償却としまして、決

算額21万8,068円となっております。

次に、3目 雑支出、決算額14万4,934円、4目 消費税につきましては、505万3,566円と

なりました。この消費税の内容につきましては、決算書7ページにあります総括事項の下の
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ほうに消費税及び地方消費税ということで1項目設けてあります。そこで説明しております

ので、ご覧いただきたいと思います。

次に、3項 特別損失、1項 過年度損益修正損は決算額14万6,483円となりました。これ

は、水道料金の不納欠損でありまして、これにつきましては、決算資料の76ページに不納

欠損について記載をしております。以上、水道事業費用の予算額1億6,612万7,000円対しま

して、決算額1億6,460万7,739円、執行率99.1％となっております。

引き続き収益に入ってよろしいですか。

吉田委員長 はい。吉田主査。

吉田主査 それでは、収益について説明をいたします。

実績報告書の1ページに戻っていただきたいと思います。

1款 水道事業収益、1項 営業収益、1目 給水収益で予算額1億3,480万6,000円、決算

額1億3,802万301円、執行率102.4％となっております。2目 その他営業収益でありますけ

れども、予算額63万6,000円、決算額89万192円、執行率140.0％となりました。

次に、2項 営業外収益、1目 受取利息、予算額1万円、決算額1万7,617円、2目 他会

計負担金、予算額・決算額とも834万5,000円、3目 雑収益、予算額36万8,000円、決算額

40万7,625円であります。これは、北海道新幹線建設工事水道管破損がありまして、その復

旧費用として請求をし収入をしております。水道事業収益の全体の予算額1億4,416万5,00

0円に対しまして、決算額1億4,768万735円、執行率102.4％となっております。

続いて、資本的収支に移ってよろしいですか。

吉田委員長 いかがですか。

（「良いです」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 よろしいですか。それでは、続けてください。吉田主査。

吉田主査 それでは、次に資本的収支の支出のほうを説明をいたします。4ページをお開き

ください。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 営業設備費で予算額927万2,000円、決算額9

06万4,755円、執行率97.8％であります。この中身につきましては、遠隔メーター購入費と

同じく遠隔メーターの取替工事であります。遠隔メーター購入個数につきましては、511個

でありまして、取替工事地区については本町、木古内、鶴岡、中野地区であります。

続いて、2目 建設改良費ですが予算額1億238万6,000円、決算額9,916万4,000円、執行

率96.9％でした。この中身は、給料から営業車賃借料まで二乃岱地区鉄道横断設計等業務

委託料を除きまして、北海道新幹線建設に伴う取付工事負担金の事務費を充てて支出をし

ております。また、5ページの負担金については、同じく北海道新幹線建設に伴う取付工事

のＡからＣ工区及び22年度からの繰越のＤ工区の工事負担金を一括一般会計のほうに支払

っております。工事請負費については、中央通の改良に伴う水道管移設工事及びその2の工

事代金であります。

次に、2項 企業債償還金、1目 企業債償還金ですが予算額3,680万6,000円、決算額3,

680万5,018円、執行率100％になっております。内訳は、財政融資資金及び地方公共団体金

融機構への元金の償還金であります。資本的支出の合計は予算額1億4,851万4,000円、決算

額1億4,503万3,773円、執行率97.7％となっております。

資本的収入に入ってよろしいですか。
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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 はい。吉田主査。

吉田主査 続いて、資本的収入について説明します。

1款 資本的収入、1項 工事負担金、1目 工事負担金、予算額9,034万9,000円、決算額

8,897万2,700円、執行率98.5％です。先ほども説明しましたが、北海道新幹線建設に伴う

水道管移設事業負担金のＡからＣ工区及び繰り越しのＤ工区と中央通改良に伴う水道管移

設事業負担金その2も含めた負担金であります。

次に、2項 企業債、2目 企業債、予算額1,150万円、決算額950万円、執行率82.6％で

す。これは、中央通改良に伴う水道管移設事業その2と二乃岱地区鉄道横断工設計等業務委

託事業を企業債でお借りしたということです。資本的収入の合計が予算額1億184万9,000円、

決算額9,847万2,700円、執行率96.7％となっています。収支不足額4,656万1,073円は先ほ

ど課長のほうから説明がありました内部留保資金で補塡をしております。内部留保資金に

つきましては、決算資料の78ページに記載をしておりますのでご参照願いたいと思います。

続きまして、決算資料で若干説明をいたします。決算資料の73ページにつきましては、

有収率の推移と施設の概況について載せております。74ページは損益計算書、75ページは

資本的収支についていずれも全道平均との比較、前年度決算との比較ができるように記載

をしております。76ページにつきましては、水道の未収金と不納欠損の状況、77ページに

つきましては、過年度未収金の状況について載せております。78ページは内部留保資金の

状況ということで載せておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

吉田委員長 ただいま3条予算、4条予算の歳出・歳入の説明が終わりました。

質疑を受けます。質疑ないですか。

竹田委員。

竹田委員 1点だけ確認したいのですが、3条の収益で閉開栓手数料32万円ほどになってい

るのですが、これは一般家庭用の閉開栓という捉えかたで良いのかどうなのかというその

内訳を、できれば件数等についても確認したいと思います。

吉田委員長 吉田主査。

吉田主査 すみません。件数の内訳というのは調べていなかったのですが、これについて

は一般も含めて事業所だとかもありますので、全部を含めての閉開栓手数料ということで

ご理解いただきたいと思います。

吉田委員長 竹田委員。

竹田委員 例年の閉開栓の収益から見ればかなり多額になっていますし、できれば今回の

新幹線絡みの工事関係でのそういう給水等も含めた部分だと思うのですけれども、これは

今回の決算の中では良いのですが、内訳を何とか示していただければと資料要求したいと

思います。今回の決算の中では良いのですが、参考のため資料を求めたいと思います。

吉田委員長 後ほどということで、いますぐじゃなくてもいいですか。

ほかにございませんか。

佐藤委員。

佐藤委員 1点だけ質問させていただきます。先ほどの説明の中で、固定資産の明細書が1

5ページにありますということでございますが、一つだけ質問させていただきますけれども、
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土地、建物、その他はわかるわけですが構築物というのは一体どの程度あるのかちょっと

わからないのですけれども、質問する意図はいまの浄水場の上の貯水池ありますよね。あ

の貯水池は一応構築物だと思うのですが、あれはもう減価償却終わっていますか。残って

いますか。何年度にできたのですか。その辺のことをお知らせ願います。

吉田委員長 いいですか。若山課長。

若山課長 構築物につきましては、いまおっしゃった配水池も含まれますし、町内に入っ

ている配水管、本管ですね、これも構築物としての財産に位置付けております。また、配

水池につきましては、浄水場の後ろの低区の配水池につきましては、平成9年の建築ですの

で高区のほうは昭和53年です、輪島さんの裏は、浄水場の裏は平成9年の建築です。浄水場

の裏の配水池につきましては、平成9年の建築ですので、まだ、耐用年数は残っております。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。

佐藤委員 現在の浄水場の上に貯水池がありますよね。あれは平成やその頃のものではな

いです。

吉田委員長 若山課長。

若山課長 当初の配水池につきましては、当町の浄水場が始まった昭和12年にあって、そ

れが老朽化によって使えなくなったということで、3池あったものを平成9年に建築して1池

をいま使用しております。

吉田委員長 よろしいですか。ほかにありませんか。

平野委員。

平野委員 すみません。非常に細かいことを聞いて申し訳ないのですが、全体の決算につ

いてはよくわかりました。実績の3ページの雑支出について、説明をちょっと聞き逃したの

で、内訳わかりましたら教えてください。

吉田委員長 吉田主査。

吉田主査 雑支出の関係なのですが、決算書の7ページのほうの下に消費税及び地方消費税

ということで書いております。そこで、雑支出14万4,934円を加算をするということで、払

わなければならない消費税というのは519万8,500円なのですけれども、消費税として支出

したのが505万3,566円です。それで、計算上消費税の計算をしていきますと申告書を作る

わけなのですけれども、その様式で計算をしていきますと実際の消費税の入と支出の関係

になってくるのですけれども、支払う時は個々に支払っています。ですが、申告時の消費

税の計算をするという時には、合算した金額で消費税の金額を出すわけです。そういう絡

みの中で機械の中と実際の申告書と差が出てくるわけなのです。それで、その差額をどう

するかというふうになりますと、雑支出の中からその差額分を支出をして税務署に納める

ということになっております。ですから、財務会計上出てくる金額と税務署に一括申告書

を作ってまとめた金額で計算した金額と若干あわなくなってくるのです。ですから、今回

は財務会計上出てくる金額が503万円いくらなのですが、税務署に申告書を作ってそれで計

算していきますと先ほど言いました510何万円という金額になるので、その差額分について

は雑支出から支出をして、一緒にプラスをした中で税務署のほうに消費税を支払うという

ことになっております。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 ちょっとわかりづらいような、わかったような気がするのですが、要は消費税
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の差額分の支出がこの雑支出の全額ということですか。この全額が消費税の差額分の金額

ということなのですね。だとしましたら、要は消費税ですよね。消費税で納めているとい

うことなのですね。このような営業外費用に計上するというのは適正なのでしょうか。経

理上、違うような項目があるのではないでしょうか、わかれば。

吉田委員長 わかりますか。

暫時、休憩をいたします。

休憩13:38

再開13:50

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほどの質問につきましての答弁をお願いします。

吉田主査。

吉田主査 表示については問題はありません。以上です。

吉田委員長 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、次は一般会計ですか。下水道ですね。

よろしいですか、皆さん。それでは、下水道に入ります。

吉田主査。

吉田主査 それでは、引き続き、平成23年度の下水道事業特別会計決算の実績を報告した

いと思います。

はじめに、歳出の説明をします。実績報告書3ページから4ページをお開き願いたいと思

います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、予算額1,131万5,000円に対しまして、

決算額1,110万8,476円、執行率98.2％でした。主なものとしては、職員2名、うち1名は嘱

託員ですが、そのかたの人件費というふうになっています。19節 負担金補助及び交付金

の決算額、47万6,845円ですが、その中で水洗化助成金としまして15件39万円、利子補給金

として1件4,985円となっております。

次に、クリーンセンター費、予算額2,804万8,000円、決算額2,775万5,425円、執行率99.

0％となっております。その中で、需用費については昨年度実績より557万2,000円の増とな

りました。主なものとしては、薬品費の中で脱臭活性炭の取替えで182万7,000円、整備費

の中でマンホールポンプ所の通信回路装置の更新及び分解整備により322万3,000円の増と

なっております。12節役務費から14節使用料及び賃借料については、昨年度と大きな差異

はありません。

次に、実績報告書4ページ、2款 施設費、1項 施設整備費、1目 施設整備費、 予算額

1億1,334万8,000円、決算額1億1,263万5,854円で、執行率99.4％となり、昨年度と比較し

1,588万8,000円の増となっております。主なものとしましては、13節 委託料で汚水管渠
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詳細設計等業務委託料として950万2,000円、15節 工事請負費の中でマンホール内ポンプ

所の設置工事で1,849万4,000円の増、19節 負担金補助及び交付金の中で北海道新幹線建

設に伴う町道取付工事負担金で807万4,000円の減となっています。

次に3款 公債費については企業債償還元金として8,048万6,783円、償還利息としまして、

2,196万3,094円となっております。4款 諸支出金の支出はありませんでした。

次に、5ページをお開きください。

重要契約及び協定の要旨ですが、米印の3点につきましては、昨年度と同様に工事負担金

として一般会計に支出をしております。また、下段の起債の概要については起債の償還額

及び借入額の状況について記載しておりますのでご参照願いたいと思います。

歳入に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）

吉田主査。

吉田主査 次に、歳入の説明をさせていただきます。

実績報告書1ページをお開きください。

1款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 受益者負担金、予算額440万円、決算額43

8万5,052円、調定額645万8,032円、執行率 99.7％、収入率が67.9％となっております。

現年度分の収入率は、91.3％、滞納繰越分については5.6％でした。受益者負担金の内容

未納額一覧につきましては、決算資料の81ページに記載をしております。

次に、2款 使用料及び手数料、1項 負担金、1目 下水道使用料、予算額1,964万8,00

0円、決算額1,981万5,040円、調定額1,989万3,090円、収入率99.6％となっております。

現年度分の収入率は99.7％、未納件数5件、未納額は5万9,150円です。滞納繰越分につい

ては未納件数2件、未納額1万8,900円となっております。

下水道使用料の未納状況につきましては、決算資料の82ページに記載をしております。

ご参照いただきたいと思います。

次に、2項 使用料及び手数料、1目 排水設備工事業者登録手数料として2万円、2目

督促手数料として3,100円、3目 排水設備工事手数料としまして5万700円となっておりま

す。

次に、3款 国庫支出金、社会資本整備総合交付金として、5,492万2,350円。4款 繰入

金は一般会計繰入金で7,359万4,000円。2ページのほうに移りまして、5款 繰越金は平成

22年度繰越金として152万5,487円。6款 諸収入、2項 受託事業収入では中央通改良に伴

う公共汚水枡移設補償として115万800円。3項 諸収入では雇用保険繰替金としまして1万

7,652円。平成22年度の消費税還付金としまして、30万7,487円となっております。7款 町

債につきましては、公共下水道事業債ほか合計で9,980万円の決算額となっています。 以

上、下水道事業特別会計決算実績の説明を終わります。

若干、決算資料についてご説明をいたします。

決算資料の79ページには、平成23年度の下水道受益者負担金の賦課状況について記載を

しております。80ページは受益者負担金、下水道使用料並びに登録工事手数料の収入状況、

下水道接続件数の状況を記載をしております。81から82ページにつきましては、受益者負

担金及び下水道使用料の未納状況、83ページは下水道事業整備箇所図であります。以上で
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説明を終わります。

吉田委員長 ただいま下水道特別会計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。

佐藤委員。

佐藤委員 実績のほうの3ページの水洗化助成金、負担金補助及び交付金の中の水洗化助成

金、これは何戸分の助成金ですか。

吉田委員長 若山課長。

若山課長 23年の助成金は15件となっております。

吉田委員長 私のほうから1点、説明資料の81の上から4番目になります。それの内容説明

をちょっと細かいことなのですけれども。これは、ナンバー4と同一者で共有名義分、内容

は同上ですから。多分3番と同一者だと思うのですけれども。この部分をちょっとナンバー

4がこの人なのか、ナンバー4がほかにいるのか。

吉田主査。

吉田主査 すみません。ここはナンバー4と書いておりますけれども、これはナンバー3で

す。申し訳ございません。

吉田委員長 わかりました。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、下水道を終わります。これで全部終わりです。

それでは、建設水道課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14:01

再開14:16

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、総括質疑事項のまとめに入りたいと思います。全体を通しまして総括事項に

残すような議題が見当たらなかったと思いますが、もし、皆さんのほうから「この件につ

いて」ということでありましたらお願いします。

ないですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 「ない」という声がありますので、町長総括につきましては2年連続になりま

すけれどもないということで、それでは町長総括につきましては、「なし」ということで

終わってよろしいですね。あとほかに皆さんのほうからありましたら。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、あす町長総括もございませんので、午後2時から表決をした

いと思いますので、皆さんご参集お願いいたします。

それでは、本日は会議はこれで終了いたします。

どうもお疲れ様でした。

閉 会 14:18 終了
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説明員 大森町長、大野総務課長

大瀬町民税務課長、田中主幹、渋谷主幹、堺主査、田畑主査、加藤（崇）主任

若山建設水道課長、小池主幹、木村（巳）主査、加藤（隆）主査

吉田（広）主査、構口主査、小田島主任、木本（邦）主任、岩本主任、小西技師

傍聴人・ 報道 なし

平成23年度決算審査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


