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会議録 平成27年3月9日(月)

場 所 3階 第1研修室

会議名：第2回平成27年度予算等審査特別委員会

出席委員：東出委員長、福嶋副委員長、又地委員、佐藤委員、吉田委員、竹田委員

平野委員、笠井委員、新井田委員

欠席委員：なし

オブザーバー：岩館議長

会議時間 午前9時30分～午後5時04分

事 務 局 山 本、吉 田

開 会

１．委員長挨拶

東出委員長 定刻になりましたので、ただいまから、3月6日に引き続き、第2回平成27年度

木古内町予算等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、木古内町議会委員会条例第14条の規定による、委員の定足数に達しております

ので、委員会は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配付のとおりです。

総務課の皆さん、3月6日に引き続き、どうもご苦労様でございます。

それでは、早速、会議次第のとおり、審査を進めてまいります。

２．審査事項

（１）総務課

東出委員長 3月6日最終は、総務課所管の歳出の部分について、質疑を受けましたけれど

も、そのほか質疑があればお受けしたいと思いますので、どなたかございませんか。

吉田委員。

吉田委員 6日の日の歳出のほうの説明の中で、ちょっと気が付いたことを1点お願いしま

す。81ページのレーザープリンタ2台の導入ありますよね。これあるのですけれども、昨

年の確か予算の中で、2台レーザープリンタを入れているのですよ。それで、こんなにレ

ーザープリンタは必要なのかということと、今後はどのくらいもし必要であれば、どのく

らいこれを買っていくのかちょっとお知らせ願えればと思いますけれども。

東出委員長 幅崎主査。

幅崎主査 レーザープリンタですが、毎年度新しく購入するというよりは、老朽化したプ

リンタを修理するともう5年経過したものについては、新品で買うほうが安いというよう

な修理代になりますので、一応新規で2台分の予算を計上しておりますが、いまも5年以上

経過したプリンタ、7年程度経過したものもだましだまし使っている状況です。26年度に
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つきましては、修理代の見積もりが5、6万円以上かかったプリンタについて入れ替えると

いうことで、2台既に今年度購入予定でおります。来年度についても、既にもう老朽化し

ているものがありますので、一応計上しているということで、もしだましだまし使える状

況であれば、未執行で買わないで終わる予定です。

東出委員長 そのほか、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

（2）選管

東出委員長 なければ、次に進みたいと思いますので総務課長、よろしくお願いいたしま

す。

総務課長。

新井田総務課長 それでは、次に選挙関係の歳出をご説明申し上げます。

97ページをお開き願います。

1目 選挙管理委員会費につきましては、ほぼ前年と同額でございます。

次に、2目の北海道知事及び議会議員選挙費につきましては、この度の地方統一選挙

に伴う執行経費で、384万1,000円の計上でございます。この選挙につきましては、年

度をまたいでの執行となりますので、過日補正予算で計上させていただきました234万

1,000円と合わせて、約600万円で執行するということになります。道の選挙でござい

ますので、全て道費が充当される予定となってございます。

次に、98ページです。

3目 木古内町議会議員選挙費につきましても、4月に執行予定の予算でございま

す。全体で417万6,000円の計上でございます。予算のボリュームといたしましては、

4年前より若干増額となっておりますが、全て一般財源となりますので、最終的には経

費の抑制に努めてまいりたいとこのように思ってございます。

歳出につきましては、以上でございます。

歳入に入ってよろしいでしょうか。

東出委員長 歳入に入ってください。

総務課長。

新井田総務課長 それでは、総務課所管の歳入について、ご説明いたします。

28ページです。

28ページの2款 地方譲与税から、37ページ10款 交通安全対策特別交付金までにつき

ましては、総務省が提示する地方財政対策における交付総額見込と、前年度までの交付実

績の推移を基に計上しているところでございます。これら交付金の中で、昨年と比較し増

減額の大きいものにつきまして、ご説明いたします。

まず、33ページをお開き願います。

6款 1項 1目 地方消費税交付金でございますが、消費税増税に伴い平成26年度に大

幅な増額で計上しておりましたが、増税に伴う消費の低迷によりまして、平成27年度では

400万円減として計上をしてございます。
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続きまして、34ページです。

7款 1項 1目 自動車取得税交付金ですが、消費税増税により自動車取得税の税率が

引き下げられたことに伴いまして、減額をしてございます。前年度から約450万円の減額

で計上しております。

次に、36ページです。

9款 1項 1目 地方交付税ですが、総額で前年対比650万円増の21億9,250万円の計上

でございます。内容といたしましては、普通交付税が1,600万円増の19億2,900万円、特別

交付税は、950万円減の2億50万円としております。いずれも地方財政計画の見込みと、こ

こ数年の実績を勘案しての計上でございます。そのほかの交付金につきましては、ほぼ前

年並みとなっております。

続いて、46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、1目 1節 総務費補助金で、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金として、733万5,000円の計上でございます。

続きまして、48ページです。

13款 国庫支出金、3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、1節 総務費委託金のうち、

真ん中の自衛隊募集事務委託金 6万円でございます。自衛隊募集に伴う国からの委託金

を計上してございます。

続いて、57ページです。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 1節 利子及び配当金は、基金積立金利子

収入など、前年対比で291万6,000円増でございます。884万8,000円の計上でございます。

この増分については、江差線代替輸送確保基金等で道債を購入したことによる運用益の増

というふうになってございます。

続きまして、58ページです。

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

株式配当金 4万9,000円は、所有株式3社からの配当金でございます。

続きまして、60ページ、61ページです。

16款 寄附金、1項 寄附金、1目 1節 一般寄附金は、1万円を計上でございます。3

目 教育費寄附金、1節 教育費寄附金並びに4目 まちづくり応援寄附金、1節 まちづ

くり応援寄附金につきましても、1万円の計上をしてございます。

続きまして、62ページです。

17款、繰入金、1項 基金繰入金、2目 財政調整基金繰入金でございますが、1億8,064

万5,000円を計上してございます。当初予算段階での収支不足を補うための繰り入れとな

っております。前年度と比較して、1億4,092万1,000円の増となっております。この主な

要因といたしましては、昨年は国の交付金事業でありました地域の元気臨時交付金を基金

化し、約1億3,000万円ほどを繰り入れております。それがなくなったことと、新幹線関連

の事業で、観光交流センターの備品購入で約6,000万円、この分が基金の繰り出し増の要

因となってございます。

続きまして、64ページです。

2項 特別会計繰入金、1目 病院事業会計繰入金は、2,069万6,000円を計上です。これ

につきましては、一般会計で借り入れしている過疎債のソフト分の償還金のうち、病院会
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計相当分を繰り入れるものでございます。

次、65ページの繰越金及び67ページの預金利子につきましては、それぞれ前年同額です。

続きまして、71ページです。

5項 1目 4節 雑入の中で、新市町村振興宝くじ交付金の134万5,000円を計上です。

それから、71ページに記載の上から7段目の福祉協会外保険手数料 15万5,000円、福祉

協会加入促進交付金 13万円、職員総合健診本人負担分 18万6,000円、北海道町村会よ

り、まちづくり・人づくり交付金 45万3,000円、それから下から4段目になります。雇用

保険繰替金 47万円、このうち総務課分 8万6,000円でございます。

続きまして、72ページから74ページになります。

20款 1項 町債でございます。まず、国からの交付税の不足分を補うという形で発行

いたします、臨時財政対策債。これは、今年度全額交付税措置されるというものでござい

ます。1億2,170万円の計上です。

次に、過疎地域自立促進特別事業債、通称過疎ソフトと言われるものでございます。

6,320万円です。新幹線整備事業負担金の財源となります、新幹線整備事業債が6,720万円、

釜谷生活改善センター移転改築のための公共施設整備事業債が1,300万円、それから次に

渡島西部広域事務組合が実施する尿処理施設の解体等のためのし尿処理施設整備事業債が

1,960万円でございます。

次、73ページに入りまして、ワカメ養殖施設整備のための水産業施設整備事業債 710

万円です。それから次に、環状線通整備などのための道路整備事業債が1億9,410万円です。

2節は、瓜谷橋等改修のための橋梁整備事業債 780万円の計上です。次は、ＪＲ木古内駅

東側駐車場等整備のための駐車場整備事業債 1億7,250万円の計上です。それから、北海

道新幹線ビュースポット整備などのための都市計画整備事業債 8,760万円の計上です。

次は、いさりび団地エレベーター改修のための公営住宅整備事業債 260万円です。

74ページに入ります。

スポーツセンター耐震改修工事のための体育施設整備改修事業債 1億1,670万円、それ

から渡島西部広域事務組合が実施する消防救急デジタル無線整備のための消防施設整備事

業債 3,010万円の計上です。町債総額では、9億320万円の計上でございます。

歳入については、以上でございます。よろしくお願いいたします。

東出委員長 選挙費及び歳入についての説明が終わりました。これより質疑を受けたいと

思います。

竹田委員。

竹田委員 総務課長、ちょっと確認なのですけれども、地方交付税については前年とそん

なに増えていないという状況ですけれども、いま説明があった部分の72ページの臨時財政

対策債。これが全額交付税に措置されるということと、それと5日の本会議の中で補正さ

れました病院の繰り出しの部分の3,900万円の70床から99床に認可されての交付税の増の

関係です。これが、今年度27年度にこの分が反映しているのかどうなのかという部分。

それと、よく理解できなかったのですが、58ページの江差線代替輸送確保基金の利子収

入がありますけれども、これは3億の基金のこの利息なのか。これが代替輸送の基金管理

を木古内町でもらっているわけですけれども、これ木古内町だけの収入というようなこと

で、そういう形になっているのかどうなのかという部分のこの2点。
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東出委員長 総務課長。

新井田総務課長 竹田委員のご質問にお答えしたいと思います。

地方交付税の関係ですけれども、財源対策債につきましては、これは国の都合でいま措

置されている部分でありまして、総体の交付税の財源であります国税三税これでは足りな

いので、それに足りない分を国が足して、出口ベースで増やしている。このうちの半分に

ついては、市町村で起債を発行して対応すると。こんな制度になっておりまして、その分

は後年度国のほうが全て交付税措置するとこういうふうになっております。

それと、病院の関係の先般補正いただきました3,900万円につきましては、これは当初

はルール上は病院の稼働ベッド数によって、交付税当初算定をされます。今年度について

も、当初はそれで見ております。ただ、最終的には26年度は、ベッド数で交付されたと。

こういうことでございますので、その分を病院に繰り出したとこういう内容でございます。

27年度につきましてはいま申しましたように、当初では平均稼働率で見ておりますので、

今年度と同様に最終的に全ベッド数で交付税措置されますと、またその分を増えた分を病

院に繰り出すとこういう流れになってございます。

それともう1点の江差線の代替輸送確保基金の利子収入でございますが、これはいま事

務局が町でございまして、町のほうで基金管理を行っておりますので、その利息について

は一旦基金に入れまして、それを繰り出すための予算も持っておりますので、その使用に

つきましては全て代替バスのために使用するとこういうふうになっております。

東出委員長 よろしいですか。

ほかに。

竹田委員。

竹田委員 そうすれば、病院の交付税は稼働ベッド数で当初は見込んでいる。最終的にま

た99のベッド数で認可になればまた今回同様、増える可能性があるという道筋。ただ、臨

時財政対策債の関係、前年より今年度のほうが金額少ないのですよね。昨年もたぶん交付

税措置されていると思うのですけれども。だから、そういう要素からすれば、本当に交付

税のこの前年比の額が、本当にどうなのかというちょっと見え隠れしているというかわか

らない部分も正直言ってあるのですよね。その辺もしそういうもので細部のわかるような

ものがあれば、いまでなくて結構ですから今後の事務調査の中で、資料等を提示していた

だければなというふうに思います。

それと、利子の関係はわかりました。要するに、代替バスの部分の基金に繰り入れする

のだということですから理解するのですけれども。ただ、ここで単純に利子配当金の部分

で見れば、木古内町の収入かなというふうにちょっと見えるものですから、それでちょっ

と確認したというところであります。以上です。

東出委員長 そのほか。

平野委員。

平野委員 歳出のほうではありました、いわゆるふるさと納税の部分のこれ歳入と言いま

すか寄付金の部分でどちらのほうにこれどういう計上をされているのかお聞きしたいの

と、あと説明の中になかったのですけれども、54ページの総務費の委託金の部分について

もこれは総務課管轄ということでよろしいのですよね。国勢調査の委託金だとか、違いま

すか。ではいまのふるさと納税の部分についてだけ。
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東出委員長 幅崎主査。

幅崎主査 平野委員のお尋ねですが、ふるさと納税の歳出に見合う歳入が科目だしの1万

円しか計上していないことへの質疑だと思うのですが、寄付金については予算を組む上で、

見込めない積算のしづらい項目ですので、自治法上も過度に積算し計上しないよう指導が

されております。なので、例えばふるさと納税をはじめることによって、従前より寄付金

が増えることは想定されるのですが、そういった不確かなものを歳入で計上してはならな

いというルールなものですから、あくまで科目だしの1万円のみを計上させていただいて

おります。実績については、年度末に今回の補正もそうですが、実績に応じて補正し計上

することとしております。

東出委員長 よろしいですね。

竹田委員。

竹田委員 ただ、いまの関係、ふるさと納税の関係。確かにいま幅崎主査の言われる趣旨

はわかるのだけれども、ただふるさと納税のお返しのする予算、確か50万円計上していま

したよね。ということは、確か単価が5,000円でかける100と見込んでいたと思うのですけ

れども。そうすれば、それに見合う歳入がいくらの単価にして100円にするのかは別にし

て、それがやはり計上あるべきではないのだろうか。歳出だけあって歳入があって、この

ふるさと納税の場合は、入ってくるから半額なのか何割相当の品物を送るという仕組みで

すよね。そういうことからすれば、いま幅崎主査の説明している歳入の趣旨も理解はでき

るのだけれども、この歳出の部分からすればちょっとかみ合わないような気がするもので

すから、その辺はどうなのでしょう。

東出委員長 幅崎主査。

幅崎主査 竹田委員のお尋ねですが、6日金曜日の日に説明資料のほうの説明をさせてい

ただきました。資料のふるさと納税に関する資料、8ページから9ページの一番下段の部分

に、ふるさと納税に伴う寄付金の収入、それがそのまま贈答品等への充当にはできない。

10ページですね。そこの後段に書いてある趣旨が、歳入で受ける寄付金をそのまま贈答品

の財源に充当はできないですよという趣旨を簡単にではありますが説明させていただいて

おります。要は寄付金を受ける時に、例えば福祉分野に使ってほしいだとか学校の楽器購

入に使ってほしいだとかそういった使途目的はある程度寄付者の意思に基づいて歳出のほ

うに回すものですから、贈答品のほうには一応そのまま回せないということで、一般財源

を使うものですから、そういった意味でも歳入では当初から見込んだ数字を計上できない

ということでご理解願いたいと思います。

東出委員長 よろしいですね。そのほか。

1点だけちょっと確認したいのですけれども、一昨年北電が電気料金の値上げをしまし

たよね。2回にわたって値上げをしたのですけれども、それに伴って当町も北電ではなく

て何と言うのですか第三と言うのかな。会社から電気を購入するということで、これによ

っての経済効果はおそらく200万円くらいのような話を聞いたのだけれども、この予算書

から見ていけばどこの部分でそれらのものが把握できるのかなというふうに思うのですけ

れども、この管轄は総務課ですか。ちょっとその辺説明、相手方の電力会社だとかその辺

含めて、ちょっと教えてください。

田畑主査。
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田畑主査 いまお尋ねの北電の電気料金値上げに係ります木古内町の予算上の取扱いと言

いますかこちらにつきましては、こちら26年の11月から北電のほうで電気料金が値上げさ

れるということで、木古内町につきましても新聞報道等でありますとおり新電力、特定規

模電気事業者です。一般的な北電ですとか東電ですとか以外の電力を扱っている業者にな

るのですけれども、こちらにつきまして高圧電力で契約をしている部分、施設に関しては、

新電力で電力の供給の契約をすることで、電気料金を抑えることができるというようなも

のでありますが、こちらについて検討させていただいております。それで、こちらの新電

力と総称呼んでおりますので、こちらでも新電力というふうに使わせていただきますが、

新電力につきましては11月値上げされるということで、そちらにつきまして昨年から検討

させて、各高圧電力の施設の管轄下です。総務ですとか、因みに高圧電力の対象になる施

設といいますのが、まず役場です。あと旧老健施設、公民館、小学校、中学校、たかとり

球場、給食センター、浄水場、クリーンセンター、国保病院、老健というふうになるので

すが、こちらの施設の担当課と検討会議を招集しまして、新電力の導入について検討させ

ていただいております。その中で、新電力導入に関するメリット・デメリットですとかそ

ういったものを含めて総合的に検討した結果、木古内町についても新電力を導入するとい

うことで会議がまとまりまして、ではどの業者につきましては、いま国のほうで新電力の

特定規模電気事業者に登録されている部分が国のほうで示されているのですけれども、こ

ちらについてはかなり何百社という数がありまして、その中から北海道それぞれ地域が全

国で対応できるだとか、あとは北海道だけ対応できるだとかそういった事業者の中から、

近隣市町村の実績ですとかそういったものを聞き出しをしまして、木古内につきましては

2社によるそれぞれ業者の選定を行って、それで電気料金の値上げに一定程度対応したい

ということで、検討会議がまとまっております。そちらの効果額につきましては、2社で

新電力を導入することによって、電気料金を200万円程度減額するというようなことにな

ります。その部分につきましては、それぞれの施設予算の需用費の電気料の部分で、その

削減分を差し引いて計上させていただいているところです。ですので、目に見えてどの部

分に新電力が入っているというような影響額というのは、ちょっと見えづらいような形に

はなっているとところなのですが、結局需用費の電気料からその新電力の導入にかかる分

を差し引いて計上しておりますので、実際どの部分がというふうなお示しというのはなか

なか難しい部分があるのですけれども、一応そういうようなことで現在進んでおります。

東出委員長 先ほど言ったいろいろと随分長い説明だったのだけれども、ちょっと理解し

づらい部分があるのだけれども、先に言われている高圧電力という表現をしているのだけ

れども、普通の一般家庭で使う電力とは違うのかなという気がするのです。ということは、

高圧だから下手したら我々で言えば三相かなと思ったりもしてみたりするのだけれども、

その高圧電力の意味がちょっとわからないのと、それからもしわかるのであれば200万円

減額になりましたよと。各課全部集めたものが総体で200万円電気料金が安くなるといっ

たものの、ではそこの田畑主査の説明の2社という説明がありましたよね。その2社の名前

ももしわかれば、ちょっとこの機会なので知らせもらえればなと。ちょっと簡潔に頼みま

す。

田畑主査。

田畑主査 2社につきましては、日本ロジテック協同組合と伊藤忠エネクス株式会社です。
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高圧と低圧の違いとしましては、一定程度大規模な施設で使用される電力が大きい部分

は高圧と言いまして、一般家庭ですとかそういった部分で例えば街灯だとかそういった部

分は低圧というふうに呼んでいまして、いま現在この新電力が対応しているのは、高圧の

みとなっておりますので、今回高圧で導入するということになります。

東出委員長 いま木古内にも昨年、一昨年あたりから鶴岡に2箇所、それから新道に1箇所、

そしてこの度釜谷の入り口にもいまできたでしょう。太陽光なのかな、わからないけれど

も。あれらのものからも電気をもらえるというふうに理解していいのだろうか。あれとは

また別なのか、どうなのでしょう。その辺ちょっと、いっぱいこの頃そちこち建つものだ

から、気になっているのですけれども。

田畑主査。

田畑主査 いま木古内町のほうでソーラーのパネルが建てられている部分につきまして

は、あそこは売電するための施設になりますので、新電力につきましてはあくまでも国か

ら認可を受けなければならない部分になりますので、現在は木古内町のほうではそういっ

た新電力に関わる業者というのは参入しておりません。

東出委員長 又地委員。

又地委員 ここで総務課で電気料金の話が出ると思わなかったのですよ。各担当課に言っ

て聞こうかなとそう思っていたのだけれども、いませっかく出ましたのでちょっとお尋ね

したいですし、もし200万円年額安くなるようないま対応を考えているという時点ですよ

ね。やるということではないですね。いま検討中だということですね。向かって行くので

すか、実際に。わかりました。そこで、例えば各いろいろ田畑主査がいま言ったように、

庁舎だとか教育委員会だとかいろいろあります。そこで、値上げする前と値上げしてから

の各施設の先ほど言ったいろんな施設の。値上げしてから、する前としてからの電気料金

の差額の調査をこれしているのだと思うのですよ、いまの話を聞くと。それをちょっと示

してほしいのです。きょうでなくてもいいです。これいずれは常任委員会で事務調査をす

る過程の中で、いろいろその辺に触れていかないとだめだろうとそういうふうに思ってい

るのですよ。それで且つ、いま2社が出てきましたと。電気を買うほうも国のあれでは入

札方式だという話も聞いていますし、2社のどっちを選ぶのかわからないけれども、これ

は両方を選ぶのかな。両方選ぶのですね。そうしたら、一つのデータとして値上げする前

は各施設はこれだけずつかかったと、電気料金。値上げしたらこれだけ多くなった高くな

ったと。それを各施設毎の分析と全体でこれだけになりました。しいては、いま日本ロジ

テック協同組合さんと伊藤忠さん関係の。そうすると、この部分ではこの施設に関しては、

このくらいずつ節電になりますというようなものを資料としてきょうでなくてもいいか

ら、このあと4月以降常任委員会の事務調査があると思うので、それまでに整理して資料

として作っていてほしい。私、各病院事業だとかあるいは教育委員会にしてもそういう光

熱費の部分が出てきた時にと思っていたのだけれども、せっかくいま出たのでそのことを

ちょっとお願いしておきたいなと思います。

東出委員長 要望として受けていいですね。なかなかいますぐ出してと言われても大変だ

と思いますので、1、2か月時期猶予を与えますのでそれまでに資料を作っておいてくださ

い。よろしいですね。

そのほかございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 なければ、次に進みたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時08分

再開 午前10時09分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

以上をもちまして、総務課所管の予算審査をこれで終わらせていただきます。総務課の

皆さん、どうもご苦労様でございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時09分

再開 午前10時21分

（3）病院事業（国保病院・介護老健施設）

東出委員長 定刻になりましたので、これより会議を再開いたします。

病院事業の皆さん、どうもご苦労様でございました。

早速、病院事業会計の今年度の予算に入りたいと思いますので、説明に入らせていただ

きますが、前段に小澤管理者のほうから何かあればお受けいたしたいと思いますので、小

澤管理者よろしくお願いいたします。

小澤管理者。

小澤病院事業管理者 おはようございます。

平成26年というのは私どもの病院事業にとりまして、特に病院のほうですが、日本医療

機能評価機構の認定を受けるという病院の歴史的には非常に画期的なことがありまして、

大変喜んでおります。来年度に向けて引き続き努力はして行く予定ではおりますが、資質

的なものは少しずつは上がってきていると自負しているのですけれども、経営的なものが

なかなか厳しい状況にあります。特に、平成27年度には介護報酬が改定になりまして、い

まのところ2.3％ほど引き下げということで、経営が一層に厳しくなるという状況にござい

ます。私どもとしては、引き続き経営努力はしていきたいというふうに考えております。

一つはやはり、有資格者、理学療法士と看護師とかというものが十分な療を満たされると

いうことは大前提ではありますが、そういうことは努力の甲斐がありまして、来年度は理

学療法士が3名ほど新規に採用できる見込みになっております。うまくいけばもう人方、作

業療法士が入るのではないかというふうにいまのところ見込んでおります。ただ、委員長

が退職になりますので、委員長の後任がなかなか見つからないということで、内輪から委

員長を決めたいということを考えております。医師の採用がなかなか難しゅうございます。

しかしながら、引き続き努力はしてまいりたいと思っています。ここの木古内町が病院が

あることによって、住民に病院がない町とどこがどう違うのかということを実感としてな
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かなかわかってもらえないのではないかといまのところ思っています。それはなぜかとい

うと、外来・入院の患者数ともなかなか伸び悩みの状態なのです。ですから、そういう状

態を病院からの情報発信して、住民の方々からも「病院がこうあってほしい」とそういう

ふうな状態になればまだまだ利用できるというようなことが提案していただけるのが一番

いいと思っています。そのためには、双方構成の情報交換というものが教範になりますが、

そういうことを国が進めているのがそういう基本的な姿勢が地域包括ケアシステムという

ものです。それには、やはりお互いに協力しながらやっていかなければいけないというこ

とがあります。病院単独では、これからは事業は成り立ちません。それから、老健単独で

もなかなか成り立ちません。そこに、やはりお互いの情報交換をしながら手を取り合って

やっていくということが、来年度は特に強く求められていることだと思っております。そ

ういうつもりで予算を今回立てておりますので、今後事務局のほうからいろいろご説明申

し上げますので、よろしくご審議いただきたいと存じます。よろしくお願いします。

東出委員長 いま小澤管理者のほうからお話がございましたけれども、病院長が本来はこ

こに来て退職の挨拶をするところでございましたけれども、いま診療がございますので、

後日改めて退任のご挨拶はしたいということでございますので、日程的には12日頃にとい

うふうに私のほうで伺っておりますので、その時点まで病院長の退任の挨拶は保留したい

と思います。委員の皆さん、よろしくお願いいたします。

竹田委員。

竹田委員 ただいま小澤管理者から病院・老健の厳しい実態のお話等も含めてありました

けれども、管理者に1点ちょっと確認と言いますか町長の執行方針の中で8ページに病院事

業のことしの目標・指標を何点か掲げておりますけれども。昨年も病院の執行方針の中で

文言の中にもあった「退院支援」、退院に対する支援の部分です。今年度は、この病院の目

標の何項目かあるうちの2番目に、「患者の退院支援を推進する」のだということですから、

昨年もこういう目標ではなかったのですけれども、退院支援をするという大変良いことだ

なと。いまのやはり病院経営の厳しい部分を脱却する一つの手法かなというふうに思って

いたものですから、ことしは目標に掲げた。そうすれば具体的にどういう退院、あるいは

入退院の支援を病院として、どういうふうにしていくのか。そのことを例えば、そういう

方向だということであれば我々だって町民に対して、「今度、病院では入院する時はお迎え

に行きます。退院する時も自宅まで、あるいは老健まで」というそういう支援というか仕

組みでここに目標で謳ったのかという部分と、それから「目標管理による職場環境の活性

化」。これも昨年まではなかった項目で、いまの昨年受けた評価の部分等を踏まえて、どう

病院のサービス含めた活性化を図るのだろうという部分が。ただ、これだけでは伝わって

こないものですから、その辺もしポイント的に考えていることがあればお聞かせ願いたい

と思います。

東出委員長 小澤管理者。

小澤病院事業管理者 大変、難しいご質問だと思います。概念的には申し上げたとおりな

のですが、具体的にどうするかというご質問だと思います。一つは、退院支援というのは

老健も病院もみんなそうですが、退院後は施設に入れるのではなくて、在宅に持って行く

ということで、在宅に戻せるための条件というものを地域で作っていただきたいというこ

とです。健康というのは、人間の幸福の最大の必要事項ではありますけれども、健康だけ
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では人間は幸せになれません。あくまで自宅で生活ができて、その生活を誰がどういうふ

うに支えるかという生活支援等が一緒になってはじめて健康というものが意味を持つとい

うことであります。ですから、退院させたくても退院させられない。あるいは、入所から

退所していただきたいのだけれども、していただくわけにはいかないようないろんな事情

というものが複雑に絡んでおります。それが、地域包括ケアというシステムの中でどうい

うふうに解決するか。いわゆる、地域力としてそういうふうな施設をどう助けるかという

ことが、いわゆる地域包括ケアの最大の目的になっております。私がお願いをしたいのは、

病院は引き続き努力しますが、地域の方々にご理解と協力をいただかないと今後の医療も

それから介護もうまく回らないということで、来年度はそのための地域包括支援というの

がそれに絡めた施策として我々が掲げた目標でございます。

それからもう一つ、目標管理ということですが、私が一昨年就任した時に三つのことを

約束しました。一つは、機能評価機構を取って患者第一主義というものを病院の中で徹底

させると。そして、それに基づいて外に出て地域包括ケアを支援していくということが二

つ目。三つ目は、職場の活性化ということです。活性化のために何が必要かということは、

昨日に続くきょうに続くあしたではなくて、日々自分の目標があってやることがあるとい

うのが人間は必要です。また、やることがあるから仕事が楽しくなるということだと思い

ます。ただ、日本人は和を以て貴しとなすということで、避難されることも評価されるこ

とも、評価することも不慣れです。ですから、再来年にかけて来年度は病院事業だけでも

そのトレーニングをしておきたいというふうに思います。ですから、上司とよく話をして、

病院あるいは老健の施設の目標というものに各個人がどういうふうな個人的な目標を持っ

てやっていけるかということを上司と話し合いながら、そしてその中間でどれくらい達成

できるかあるいは達成できないのかというようなことを話し合っていくということが、組

織としての一体化を図ることができます。一体化を図って目標が決まるとやることが出て

きますので、それは楽しくなるだろうというふうに考えております。そのほかの活性化と

いうことについては、なかなか難しゅうございますので、まずそれからはじめたいという

ことの2点でございます。

東出委員長 よろしいですか。

竹田委員。

竹田委員 理解はしました。私は単純にここであれしているのは、退院支援の部分は具体

的な構想。いま、管理者の説明の中で生活支援を含めた在宅復帰の地域包括ケアの理念と

いうか、それに基づくものだということは理解しました。ただやはり、具体的に何か病院

としてのサービスと言いますかそういう部分でそういう町民がパッと見てわかるような支

援策もあってもいいのかなという目標値に掲げたものですから、そういうものを打ち出し

たのかなと思っていたものですから、今後そういう部分も含めて十分内部検討をしていた

だきたいということを添えて終わります。

東出委員長 又地委員。

又地委員 町長の執行方針の中で8ページに、「職員の経営安定化方策への参画」というの

を町長のほうから挙げられております。どういうことなのかなというふうに私は感じてい

るのですけれども、過日テレビで良い病院悪い病院というのは、テレビで出ていたのです

よ。私もちょっと「ああ」と思いながら見ていたのですけれども、一つの例として良い病
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院というのはどんな意味か深くわからないのですけれども、良い病院というのは努めてい

る職員の家族が、家族が努めている自分の病院に家族、あるいは身内・親戚がかかってい

るかどうかということなのだそうです。私、そうしたらうちの町民もしかり、あるいは役

場職員も病院の職員も全部ひっくるめた中で、どうなのかなという気持ちで見ていました。

そうしたら、そういう結論としてそういうことですよというどこかのえらいというか大学

の教授でしたけれども、職員の経営安定化方策への参画というのは、中身的にはどういう

ことなのかなと。ある意味では、テレビで放映されていたようなことも含まれているので

はないのかなとそんな気持ちをしながら見ていたのですけれども、ここに「経営安定化方

策への参画」と出ていますので、この辺を少し具体的なものでちょっとお話をいただけれ

ばと思います。

東出委員長 小澤管理者。

小澤病院事業管理者 経営安定化方策への参画を意識するというふうに書いてございま

す。兎角経営というのは誰かに任せておけばいいとそういう気持ちはどうしても職員には

起こる思うのです。我々は与えられた仕事をやっていればいいと。しかし、「誰かがそうい

うふうな舵取りをしてくれればそれに従いますよ」というのがだいたいの姿勢だと思いま

す。しかしそうではなくて、経営というのが直接患者の利益になるというふうな視点もど

うしても職員一人ひとりが持つべきだというふうに考えていたわけです。特に、在宅とい

うことがありますと、ことし一時期包括ケア病床というものを作りました。あれが在宅に

向けて在日数が制限されていて、一定の期間が過ぎたら帰さないといけないと。帰すとこ

ろが70％は自宅でなければいけないという締め付けがあるわけです。そういうことに対し

て、職員が患者さんをそういう病棟に移した時に、患者さんに十分に説明ができるだけ、

みんなそういう認識を持っているかどうかということが問われます。いま地域包括ケア病

床の話だけですけれども、そういったものが良い病院というものを一人ひとりがそういう

ふうな意識を持つかどうかというごとが良い病院の一つの条件だと思っています。

それから、いま又地委員がご質問になった良い病院は自分達の家族がかかるような病院

だというふうにおっしゃいました。全くそのとおりだと思っています。ただ、病院という

のはいろんな提供できる内容が規模によって違います。私どもの病院が函病と一緒になっ

て、争いながら治療しようということでは全くございません。国はそういう方策も取って

おりません。センター病院をセンター病院の役目をはたして、地方病院は我々のようなと

ころは我々の役目をはたしてほしいとそれが連携です。地域連携をきちんとやることによ

って、我々の生きる道があると思っています。そして、良い病院とはそういう役割を自分

達の役割をきちんとはたすということに尽きると思います。ですから、何が何でもここの

病院にかかってほしいということは言いませんが、わざわざ函館まで行く必要のない患者

さんというものが、どの程度病院のここの病院に対して信頼を持っているかということが

非常に大きな問題だと思います。私は最初に申し上げたのは、病院でも努力しますが、地

域の人達がここに病院があることによって役に立つ、あるいは役割をきちんとはたしてく

れるということの期待どおりになっているかどうかというそういうふうな情報もまたいた

だければ、ますます良い病院になろうと思っております。お答えになるかどうかわかりま

せんが。

東出委員長 又地委員。
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又地委員 よくわかりました。ただ、職員が経営安定化方策への参画ということだけで結

んでしまうと、例えばうちの病院は患者さんが少なくて経営が厳しいというところだけに

目がいってしまうと、ある意味では患者さんの負担が経営だけを考えてしまえば。患者さ

んの負担が増えるというような考えにも成り立ってしまいますので、患者さんの負担をそ

んな増えないような形での経営安定化方策への参画というふうないま管理者からもお話が

ありましたので、その辺は。ただ、私は自分の経験上言うのですけれども、例えば函館の

病院で手術をしたと。手術をしてリハビリを地元の病院でしたいと。函館の病院の先生の

紹介状を持って、外来にリハビリをしたいということを外来に受付をしたと。そうしたら、

私の紹介状を先生がまだ見ていない。見ていないのですよ。見ていないのですけれども窓

口で、「又地さん、先にＣＴを撮ってください」というようなことがありました。私、憤慨

しましたよ、「そうですか」。ただ、「私はＣＴを撮りにきたのではないのです。私、紹介状

を函館の先生からもらってきて、先生見ましたか」と。渡して「先生は見ましたか」と。

そうしたら、「まだ見ていないです」と。先生が見ていないのに、「私はＣＴ撮らないとだ

めなの」ということで、私は拒否しましたよ。私にすると、すごい不信感を抱く。私は抱

きました正直、「なぜよ」と。なぜ、リハビリに来て紹介状の中身を地元の先生が見ていな

いのに、看護婦さんがなぜ「ＣＴを撮りに行ってください」と疑問に思いまして、私とす

れば随分不信感を抱いたという経験があります。ですから、そういうふうなある意味では、

ＣＴを撮ると私もわかりますよ。ＣＴを撮るといくらいくらという収入の部分。だから、

窓口の看護婦さんもそういう病院の経営ということを考えながら、「又地さん、先にＣＴを

撮って」と言ったのではないのかなというふうにあとから感じましたけれども、そういう

ふうな形の中で患者さんの負担が経営だけに目が行きすぎて、負担にならないような連携

をしていただきたいとそう思いますので、よろしくお願いします。

東出委員長 執行方針に対する質疑は、これで終わりたいと思います。

では早速、病院事務局長のほうから今年度の予算についての説明をいただきたいと思い

ますので、平野病院事務局長よろしくお願いします。

平野病院事業事務局長 おはようございます。

それでは、私のほうから病院事業会計の予算概要について、ご説明させていただきます。

まず最初に、病院事業会計の予算について、説明させていただきます。

資料は79ページです。予算書は、35ページとなります。

それでは、説明させていただきます。病院事業会計の予算につきましては、平成27年度

におきましても4年連続の赤字予算となっています。予算ベースにおけます収支不足額は、

1億3,400万円です。前年対比で赤字額は、1億5,600万円減っております。この要因につき

ましては、会計制度改正に伴いまして退職給付引当金の計上を26年度から行っております

が、これの算定方法が変わりましたので、この分大きく当初予算ベースで赤字が少なくな

ったということであります。赤字予算につきましては、好ましくないということですけれ

ども、平成26年度末におけます現金見込みが7億6,000万円ありますので、当面資金不足に

は心配ないということになっていますけれども、平成27年度におきまして新会計制度等に

移行しております関係上から、早急に病院事業会計における収支計画を再策定した中で、

今後の対応をしていきたいと考えております。

それでは、病院事業会計の予算について、説明させていただきます。
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冒頭、目から説明させていただきまして、時間をなるべく省いて簡潔にやらせていただ

きたいと思います。説明につきましては、前年度と大きく変更になった点、または計上額

が50万円以上というようなものに絞りまして、説明をさせていただきます。

まず、病院事業費用の給与費でございます。給与費につきましては、2,116万4,000円の

予算減になっております。職員区分でいいますと、管理者・医師が26年度では7名だったの

ですけれども、27年度では6名になっております。これについては、病院長が退職となりま

すので、退職後も当院に引き続き勤務していただくことにはなりますけれども、非常勤職

員となりますので、賃金に振り替わりますこの分が1名減で、金額にしまして1,650万円の

減になっております。あと行政職についても、1名減になっております。これは、前年度当

初予算策定ベースで再任用職員として予定していたのですけれども、これが4月以降無くな

りましたので、今年度も同じく現行の事務職員のまま8名体制で執行するということで、人

数は変わっておりません。ただ、金額につきましては、人事異動等もありましたので、50

0万円ほど減っております。あと、医療二表につきましては、1名増です。これは、退職を

迎える薬剤師、そして臨床検査技師を早期に確保したいということもありまして、1名多く

予算計上をしております。ただ、金額につきましては、2名退職しますので、その分の入れ

替わりで450万円の減になっております。医療三表につきましては、1名増の51名で、540万

円の増です。増こう部分につきましては、昇級・昇格に伴うもの、そして人事院勧告が適

用というところでございます。続きまして、手当です。手当につきましては、27年度予定

額 1億9,200万円、前年対比840万円です。これは先ほど申し上げたとおり、病院長の退職

に伴うものでございます。3番、報酬については、前年対比50万円の増です。これについて

は、週末札幌医大のほうから出張医の派遣をお願いしております。それと合わせまして、

ゴールデンウィーク等についても勤務医の負担軽減をするということから、札医大等から

出張で派遣してきておりますが、今年度秋に大型連休がありますので、この部分を主張を

依頼したいということで、50万円を増額させております。続いて、4番の賃金でございます。

賃金は、2,000万円の増嵩です。これは先ほど申し上げたとおり、松谷病院長の振り替えに

よるものです。

続いて、説明資料80ページです。予算書につきましては、36ページをお開き願います。

5番の賞与引当金繰入額につきましては260万円増、これについても26年度の法改正によ

りまして、来年の6月に支給する12月から3月分の期末勤勉手当を27年度予算に計上するも

のであり、人事院勧告等に基づきまして改定され、260万円ほどの増嵩になっております。

続いて、2目の材料費、1節の薬品費でございます。薬品費は、330万円の減です。これは、

当初予算におけます入院患者数が前年度73名で見ていたのを、今年度70名にしたというと

ころで減少になっております。2番の診療材料費です。1,270万円の増です。これは、主に

入院の単価が上がっております。近年、高齢化に伴い大腿骨を骨折する患者さんが増えて

きております。これに伴って、材料費が多くかかっております。前年25年度では5件くらい

しかなかったのですけれども、今年度に入り倍以上の12件になっているということもあり、

この分多く見込んでおります。続いて、3目の経費です。予算書では37ページになります。

1番の旅費交通費については、73万6,000円の増額です。これは、冒頭管理者のほうから説

明しましたリハビリ職員を3名採用予定でございます。これにかかる赴任旅費、合わせて不

足が見込まれる薬剤師や臨床検査技師等の赴任旅費も見込んで増嵩しております。2番の職
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員被服費は、43万7,000円の増です。これは、26年度で費用抑制という観点からこれまでリ

ースで取り扱ってきました白衣等について、買い取りに変更しました。買い取ったものを

洗濯をリースにかけるという形で、年間70万円程度抑制できる観点から、26年度の途中か

ら変更しておりますので、これをそのまま適用させて計上しております。3番の光熱水費は、

390万円の増嵩です。この主な要因は、この2月から病院においても新電気料金なり、北海

道電力のほうから概ね400万円程度引き上げになりますということになっておりますので、

その金額を適用させております。電気料金の引き上げにつきましてはこの間、役場そして

事業間で効率的な方法がないか検討してきたのですけれども、病院事業においてはＬＥＤ

化も検討したのですがＬＥＤ化に要する初期投資に1,400万円ほどかかって、これを改修す

るのに概ね14年くらいかかると。その14年間でたぶんまたＬＥＤの電球を全て取り替える

ようなことになるということで、ほとんど効果が見込めないと。また、原子力発電所が再

開しますと、電気料金の引き下げということも北電は言っていますから、現時点ではＬＥ

Ｄ化はするべきではないという判断の下、一般会計と協議した中で電力供給先を北海道電

力からロジテックという会社に変更することによって、わずかな金額ですけれども1％の4

0万円程度節約できるということで、今年度については供給先を変更するという対応をさせ

ていただいております。ですので、効果というものはほとんどありませんので、丸々400万

円程度の増嵩というような形になっております。4番、燃料費は、110万円の減になってお

ります。使用するのは主に重油なのですけれども、前年の予算計上時においては、1ℓあた

り99円で計上させていただきましたが、今年度については原油の暴落等もあり今後の原油

価格の推移を見たところ、85円程度でいけるのではないかということで85円で積算し、こ

こで電気料金が上がった分少し押さえようという形で計上をさせていただいております。

5番は、修繕費であります。予算書では38ページになります。ここは前年対比で320万円の

減、要因につきましては26年度では、医師住宅4戸分の外壁と屋根の塗装をしております。

その分をここで持っておりましたので、今年度については計上していないということで、

減になっております。6番は、賃借料です。170万円の減、これは先ほど申し上げたとおり、

これまで白衣等はリースでこちらの科目で計上していたものがなくなりましたので、その

分計上額が少なくなっております。

続いて、説明資料の81ページをお開きください。予算書は、39ページです。

7番の委託料です。委託料については100万円の増嵩、これは洗濯の委託が180万円増えま

すので、その分増えたと。ほかの項目で少し費用を抑制して、100万円の増嵩に押させてお

ります。

続いて、予算書では40ページになります。

8番の広告宣伝費です。広告宣伝費は、80万円の増嵩になっております。これについては

不足する医師、そして並びに看護師や医療技術職の確保を図る観点から、今年度につきま

してはまずは病院パンフレットを作成して、就職相談会等に出席したいと。合わせてこの

間、看護師の確保については、道内の看護学校とりわけ函館市内の学校や看護婦奨学資金

を説明して学生さんを育ててきたのですけれども、なかなか確保に至っていないと。この

間至ってきたというのは、ほかの病院からの一定の経験年数なる看護師が主であります。

ですので、新卒の学生さんの確保は厳しいという観点から、来年北海道新幹線が開業しま

すので、少し首都圏のほうに出向いて北海道のほうに来たいという看護師がいるという情
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報も得ておりますので、そちらの合同説明会に木古内町におけるパンフレット等を持参し

た中で活用したいと。紹介会社を活用する方法もあるのですけれども、こちらの紹介会社

を活用すると、人件費の20％の手数料を払わなければなりません。ですので、まずは自前

で確保して、もし対応ができなければ派遣会社なり紹介会社を利用して確保したいと。こ

ちらにかかる費用についても、国庫補助金の3分の2が交付されますので、介助費として60

万円ほど計上しておりますが、実質40万円の補助金が交付されるということになりますの

で、紹介会社からの紹介料を払ったとしてもかなり割安でできるということで、まずはこ

ういう対応をしたいというふうに考えて予算計上をさせていただいております。続いて、

9番の貸倒引当金繰入額でございます。予算書、41ページです。これは、制度改正により新

たに26年度よりできた科目でございます。年度末に不納欠損をしております。これまでは

特別損失で処理してきたのですけれども、今後は貸倒引当金を積んだ中で、ある程度当該

年度予算に影響を与えないように積み立てるようにというようなことで、制度改正がされ

ておりますので、その算定方法が500万円かける過去3年間の不納欠損率の7.68％をかけま

して、38万円4,000円というような算定をさせていただいております。10番が雑費でありま

す。これは、40万円の減と。これの要因につきましては、26年度では機能評価の審査手数

料を払っておりますので、これが今年度はありませんというところでございます。

続いて、予算書は43ページになります。

医業外費用の1目の支払利息及び企業債取扱諸費であります。概ね200万円の減は、起債

借入残高の減少によるものです。続いて、2目の長期前払消費税勘定償却です。これは、2

6年度までは繰延勘定償却費で予算計上させていただいておりますけれども、制度改正に伴

い科目が変更してあります。これは、4条で購入しました医療機械等の消費税を20年におけ

て償却するものでありますので、年々少なくなってくるものでございます。

続いて、予算書では44ページです。44ページの1目の過年度損益修正損の退職給付引当金

繰入額であります。ここが冒頭申し上げたとおり、前年対比で1億5,700万円と大きく減少

しております。先ほど申し述べた理由なのですけれども、当初制度改正時総務省から出さ

れた見解では、退職手当組合に積み立てした額がわからなければ、一般会計のほうで使用

している決算統計の数字を使った中で、数値を算定しなさいということで、前年度その数

値を算定しましたら概ね9億円程度退職給付金が必要だというようなことになったのです

が、昨年の9月に総務省のほうから新しい算定方法が北海道経由で示されております。それ

を算定したところ、病院事業において必要な額はこれまでの9億円から右側に書かれてあり

ます1億4,350万円ということになりますので、今後はこの1億3,050万円を5年間で積み立て

するということで、27年度においては2,870万円ということで、大きく減少しております。

以上、支出のほうについて、ご説明させていただきました。

東出委員長 支出の説明が終わりました。これより質疑を受けます。

竹田委員。

竹田委員 いま最後に説明された44ページの退職給付引当金、これ去年の段階と今回の9

億円が必要なものが1億4,300万円になったという。引当金が9億円必要だったやつが、1億

4,000万円になる。何かその辺の道理というか、仕組み自体もよく見えてこないのですけ

れども。その根拠なるものというのは、何か数字的なものであるのだろうかという部分が

一つ。
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それと、広告宣伝費でいろんなパンフを使って業者でなく、自前で行動すると。大変良

いことだなというふうに思うのですよね。せっかく広告宣伝費というようなことで、前年

から見ても今年度は金額も増えているわけですから。病院のワゴン車等ありますよね、病

院で持っている公用車。あれについても、やはりもう少し国保病院と確かどこかに書いて

いるのですけれども、そうではなくて誰が見ても病院の車だってわかるようなやはりＰＲ

というか。どうせあれするのだったら、そのくらいのそういう派手な部分が必要なのかな

というふうにちょっと感じました。その辺について。

東出委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 まず1点目の退職給付引当金につきましては、制度の内容につい

ては、年度末において職員全員が退職した場合に必要な退職金を用意しておいてください

というようなのが制度の概要でございます。これを算定するには、事前に退職手当組合に

納付金を納めていますので、この額がわかれば病院事業としても数値については出せるの

ですけれども、退職手当組合の制度上、退職手当組合に確認をしましたら、木古内町の病

院においては積み立てた額がいくらになるというのは公表ができないというふうに言われ

ています。これはどこの自治体も同じですので、それがわからない場合の算定方法という

のが総務省のほうから示されております。それからいくと、事務的な数値で資料も持って

きていないので詳しく説明はできないのですけれども、一般会計が総務省に報告する退職

手当の不足額みたいなような欄があるのです。その数値を使えば概ね9億円だろうという

ようなことで、これは総務省から出されたＱ＆Ａという資料に基づいて算出したのが平成

26年度当初予算計上額でございます。これが、退職手当組合で数値がわからなければとい

うことであれば、それぞれの事業において積み立てる額が大きくなりますので、総務省の

ほうから昨年の段階で退職手当組合に積み上げた額がわからない場合については、按分方

法で算出しても構いませんよというような通知がなされました。ですので、按分方法を採

用しまして、この1年間で木古内町が退職手当組合に納めた負担金。これを人数割等で按

分しまして、過去の積立額を把握すると。それを把握して足りない額を算出したところ、

9億円ではなく、1億4,000万円程度があれば万が一年度末で職員が全員退職したとしても、

退職手当組合から精算金として要求される額は1億4,200万円で済むだろうというようなこ

とで、算出しております。ですので、わからないとその分、要は納めた分をわからないな

りに積み立てしなければならかったのですけれども、北海道のほうではそれでは積み立て

る額が多くなって、経営に影響を与えると。要はその分赤字決算がどこまでも続くことに

なりますので、そういう場合については新しい算出方法が総務省から示されたので、それ

を使ってくださいということで、費用の抑制が図られたということで。ただ、この引当金

につきましては、現金でボンと支払われるものではなく、ただ一時的に会計間で伝票処理

で積まれるものですから、病院の経営上は大きな影響を与えないところになっております。

広告宣伝費につきましては、病院事業のＰＲをもう少ししたらどうかというような意見

をいただきましたので、今後病院事業で車両を更新する際については、踏まえて検討して

行きたいと思いますが、やはり一番いいのは巡回バスが町のほうで走って患者さんを送迎

していただいていますので、やはり函館市内から来るとどこの病院もシンボルマークや病

院名を大きくして、うちの病院は木古内町まで患者さんを迎えに来ていますよいうふうに

ＰＲをしておりますので、うちの患者送迎バスについては、その辺が少し少ないというこ
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とがありますから、まずそこを一般会計と協議した中で対応できるかどうか、バスの更新

時に検討をさせていただければと思います。

東出委員長 竹田委員。

竹田委員 引当金については、あまりにも金額の差が大きかったものですから本当に大丈

夫なのかなというそういう心配もあって確認をしたということで、大丈夫だということで

すから安心をしました。

それと、細かい部分なのですけれども、電気料金の関係は新電力に移行するというよう

なことで努力している部分も見えますけれども。ただＬＥＤの関係、これ先ほど事務局長

からの説明であれば、一気に例えば照明器具をＬＥＤ化した場合は、1,400万円くらいの

費用がかかると。それの償却云々からすれば、年次からすれば、10数年かかってその効果

が云々と。ただやはり、照明器具は壊れた時点で随時やはりＬＥＤ化にするというふうな

ことで持っていかないと、いつまでもこれは実現しないと思うのですよね。そういう随時

の部分で努力をしていただきたい。

それと、予算計上上は昨年は入院患者73名で見込んでいた。今年度は、昨年の実績加味

した中で70名という。やはり私はここは、見込みですからシビアな見込みでいいのですけ

れども、やはり患者を増やすのだという。冒頭、管理者の意思表示もあったようにそうい

う部分からすれば、やはり目標値は10名も20名も増やすわけでないわけですから、やはり

前年くらいの目標をおいて、入院患者が増えるためにはどうするのだという努力も含めて、

やはり計上すべきではないかという一つの考え方です。シビアな予算の計上でそれはそれ

としてわかるのですけれども、そのくらいの意気込みがあってもいいのかなというふうに

ちょっと感じたものですから、その辺についてもし見解があれば。

福嶋副委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 ＬＥＤ化のほうにつきましては、今後引き続き検討して行きます

ので、その中で整理させていただければと思います。

入院患者数が前年より3名少ないというご指摘でございます。今年度の入院患者数が実

は平成25年度は、1年間平均で67名だったのですけれども、いまは60名ぐらいで推移して

いるということで、大きく減っております。事業にあたっては、今年度から事業目標を掲

げて行くということで27年度を実施して行くのですけれども、その中で事業目標とは別に

目標管理にも取り組むということですから、目標管理と合わせて数値目標も設定したいと

いうようなことで、現在考えております。ですので、数値目標としては入院患者数は達成

が可能な数値を職員全員に示した中で、今後事業展開を図って行きたいということで、70

名として予算計上をさせていただいております。この70名の根拠につきましても、損益分

岐点ということをたびたび議会の議員さん方からもご指摘されているのですけれども、や

はり70名がいることによって病院事業についても、赤字予算にはなるのですけれども、現

金の推移が非常に楽になるというようなこともありますので。病院改革プランを策定した

段階から、入院患者数の目標は総務省のほうからも7割ということが示されていますので、

確かに高い目標というのはいいのですけれども、まずは目の前の目標である70名を確保し

た中で、今後の次年度以降。予算編成する中で、検討して行ければいいと思っている次第

でございます。

福嶋副委員長 竹田委員。
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竹田委員 了解はしますけれども、ただ心配するのはやはり99床議論も過去にはありまし

た。はたしてどうなのというこの部分が、いつまでも99床のままでいいですよということ

なのか。やはり目標値を下げて目標達成をクリアするという部分が、それが効果というか

そういう影響を与えるものかという部分も考え方の若干相違もあるのですけれども。私は

やはり先ほど執行方針にあったように、やはり職員の意識の高揚だとかすればぜひやはり

入院患者70名ではなくて、73名に向かって行こうよという意識が必要ではないかというふ

うに感じるものですから、その辺は別に答弁等は求めませんけれども、今後病院改革含め

た内部検討の中で十分議論していただきたいなということを申し添えます。

福嶋副委員長 ほかにありませんか。

平野委員。

平野委員 大変ちょっと細かい話で申し訳ないのですけれども、何点か確認お願いしたい

のですけれども。まず委託料の関係で、除雪作業業務委託料があるのですけれども、病院

のほうは小型ショベルを持っていて職員さんで除雪していると思うのですけれども、委託

している部分はどの程度の部分を予定しているのかをお知らせいただきたいのと、先ほど

説明の中で昨年と比べて洗濯の委託料が増えたとちょっと聞こえたように感じたのですけ

れども、この182万円については洗濯業者の選択等をどうしているのか。地元業者なのか

ということもお知らせください。

それと竹田委員とちょっと関連しますけれども、広告料については今年度パンフレット

を作成するということで、パンフレットの代金が資料の中でも記載されているのですけれ

ども、このパンフレットがどの程度の規模のパンフレットで54万円かけて、何部くらい作

るのか。あとは、医師の募集をメインに使われるというお話でしたけれども、このパンフ

レットを活用して地域の方々にもっともっと国保病院を利用していただくような観点から

いって、地域の配付だったり木古内町以外の地域の配付等も可能なのか、考えているのか

が3点目と。

あとすみません。貸倒引当金繰入額について、これも38万円程度で試算の仕方はわかり

ましたけれども、この不納欠損に替わってこの貸倒引当金に制度が替わったというふうに

聞いたのですけれども、このお金自体は実際どこにいくというのかもう1回ちょっと詳し

い説明をお聞かせいただきたいと思います。以上、4点でしょうか。

福嶋副委員長 羽沢（裕）主査。

羽沢（裕）主査 まず除雪の積算ですけれども、これは年間で60時間分として計上をして

おります。

それから委託料につきましてですけれども、これはシーツですとかほかに洗濯一式はワ

タキューさんのほうにやっておりまして、費用もだいぶほかの業者からも一度見積もり等

を取ってございますけれども、だいぶ安いということで清拭につきましても、ワタキュー

さんに一括で洗濯委託ということでお願いをしております。

福嶋副委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 補足も含めて、回答いたします。

まず委託料のほうなのですけれども、除雪場所は患者さんの駐車場が主です。あそこ小

型のショベルだと時間が全然間に合いませんので、そこを業者さんにお願いをしてやって

おります。
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洗濯委託については、いま羽沢主査のほうから説明したとおり、枚数が枚数なので地元

業者は全く対応できませんし、感染性医療廃棄物と一緒で感染物がありますので、これは

専門業者でないとできないということで、町外の業者に発注しております。

あと広告料については、説明資料の81ページに54万円ということで記載しているのです

けれども、これはパンフレットについては32万4,000円。あとインターネットをこれまで

自前でやっていたのですけれども、なかなかアクセス件数等の伸びもないということで、

もう少し魅力的なホームページにして職員の確保をしたいということで、これが21万6,00

0円で、合計で54万円になっております。

パンフレットの配付先については、平野委員さんからは町内のかたに配付する意思とい

うようなことが言われましたけれども、これについては職員確保を目的としてパンフレッ

トを作成しますので、就職説明会等に来ていただく学生さんや転職を希望される既卒のか

たに配付して、木古内町北補病院の特徴や現在取り組んでいる内容、そして1日の始業か

ら終業までどのような形で看護師さんが勤務していくのか。そして、新しく新卒で採用さ

れた看護師さんに特徴的なことは何なのか等を聞いて、魅力あるパンフレットとした中で、

木古内町国保病院に少しでも興味を抱いていただくという形で作成するものであります。

次の貸倒引当金につきましては、これまでは現金上の動きというのはないのです。です

から、収入として見込んでいた未収金から削るという考え方です。ですので、伝票整理で

未収金が100万円あったうち、20万円が不納欠損になったらそこが80万円減って、伝票経

理で20万円落とすというようなものをシステム的には一緒なのですが、将来の不納欠損に

備えるため引当金を積みましょうというのが制度の目的ですから、退職給付引当金と同じ

ように引当金というのは、将来の不足するものを補うためにいまから積んでおきましょう

ということで積み立てるものですので、算定方法はきちんと決められていますので、その

算定方法に基づいてことしは38万4,000円計上したと。ですので、38万4,000円計上したも

のについては、年度末において全て伝票整理で引当金に貸借対積み立てられるというよう

なことになります。以上です。

福嶋副委員長 その他ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

福嶋副委員長 なければ、歳入にはいってください。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、歳入についてご説明させていただきます。

資料は、78ページです。予算書は、29ページになります。

それでは、収益的収入について、ご説明させていただきます。1目の入院収益について

は、70名で編成させていただいております。これの詳細については、一般病床が48名、そ

して昨年10月に届出して運用開始しております地域包括ケア病床が、14名の62名になって

おります。これに透析患者の8名が合わさりまして、70万円で算定しております。それぞ

れの単価につきましては、一般病床は2万7,800円、前年対比3,200円増になっております。

これはやはり、手術等の件数も増えておりますので、増えた分その分先ほどご説明した材

料費にも反映しているというような状況でございます。地域包括ケア病床については、10

月から稼働しまして4か月間経過したのですけれども、その実績数値が概ね3万100円とい

うことで、その数値を参考としております。透析患者は前年3万1,600円だったのですけれ
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ども、診療報酬改定で点数が引き下がっておりますので、その分実績を基に3万1,100円と

いうことで計上をしております。入院収益では人数自体は3名少なくなったのですけれど

も、オペ件数、そして地域包括ケア病床の運用により、5,700万円ほど増収になっており

ます。2目の外来収益です。1日平均患者数は、150名です。外来については、6,300円の15

0名です。前年6,660円ですので、360円ほど下がっております。これは、診療報酬の改定

や後発薬品の使用というようなものでございます。透析患者については、2万9,880円の15

名であります。あとその他在宅訪問、通所リハ、居宅、訪問看護収入、訪問リハビリ収入

等で、外来収益全体では前年対比3,700万円の減収というようなことになっております。

これは、前年透析患者は1日あたりもう少し増えるのではないかということで、20名くら

いで見ておりましたが、なかなか増えないと。新規の患者さんは増えてきているのですけ

れども、やはり亡くなれるかたも多いということで、相殺という言葉ではないのですけれ

ども新しいかたが増えても少なくなるということで、なかなか増えていかないというよう

な実情がありますので、ここも目標数値ということで透析室に示させますので、25名の透

析患者は常に確保していきましょうということで、今年度については5名少なくしたとい

うようなところでございます。そのほか収入につきましては、一般会計からの繰り入れが

あります。繰り入れにつきましては、交付税資料をご覧願います。説明資料の83ページを

お開きください。こちらが27年度において、一般会計から繰り入れをする分でございます。

普通交付税と特別交付税を合わせまして、27年度予算では一番下から五つ目の合計という

欄で、3億4,600万円の繰り入れを計上しております。そのうち、交付税が下から2番目の3

億円であります。実質の一般会計負担額は4,500万円ということになっておりますけれど

も、この4,500万円につきましては、地域医療対策補助金として過疎債を借り入れして一

般会計から繰り入れを受けます。これにかかる交付税で措置されたほかの一般会計が負担

する部分については、病院事業会計で全て繰り出しという形で、逆に3条予算で繰り出し

しますので、実質の一般会計の負担はございません。ですので、これまでどおり病院事業

に繰り入れなる繰入金については、全て病院事業に対する交付税措置相当額となっており

ます。ただ、前年対比で3,000万円ほど交付税が少なくなっております。これは、平成21

年に病床数を141床から99床に減少させております。これに対する5年間の特例が終わりま

して、平成27年度からは普通交付税で措置される病床割については、99床に変更になると

いうことで42床分少なくなりますので、3,000万円少なくなります。ただ、このことにつ

きましては、病院の収支計画には反映済みでございます。また合わせて、今年度の当初予

算においても、不採算地区に要する交付税措置額については、予算計上の70床で見ており

ますので、これが27年度におきましてことし同様に届出病床数ということであれば、後ほ

どまたその29床分を補正という形で計上させていただくことになります。以上でございま

す。

福嶋副委員長 説明が終わりました。質問を受けます。

又地委員。

又地委員 99床で今回の収入も70床で見たと。これは、従来ずっと言われてきた病床掛け

る70％の利用率。それと見合わせた予算の立て方なのかな。そこをちょっと確認しておき

ます。それと、もし下がった場合にずっと心配してきている70％利用率が下がった場合の

ペナルティ云々というのはずっとしてきているのだよね。その辺も合わせてお願いしたい。
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福嶋副委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 今年度の交付税70床で積算しているというのは、又地委員さんの

ご指摘のとおりでございます。今後のこともお尋ねされたのですけれども、実は昨年の12

月に総務省のほうから新ガイドラインを策定しますというような通知がされております。

この中で、これまでは病院改革ガイドラインでは、公立病院については70床を維持すれば、

交付税はペナルティは与えませんというような考え方だったのですけれども、この間政権

交代等もあり適用はされてこなかったと。新しい新ガイドラインが策定時期が平成27年度

または28年度に策定したいと。プランの期間については、平成32年度までの概ね5年間の

プランを総務省が策定すると。それに合わせて当然、現在公立病院でどこの病院を策定し

ている公立病院改革プランというのを再策定するのですが、その中で総務省のほうでは公

立病院改革の推進というガイドラインを出している中で、公立病院の運営に係る地方交付

税措置。病床あたりの単価、普通交付税で70万7,000円算定されているのですけれども、

これについては「算定基礎を許可病床数から稼働病床数に見直すなど所要の見直しを」と

いうようなことで書かれています。ですので、現在99床で7割稼働であれば99床分の交付

税が措置されてきたのですけれども、今後については実際に稼働している病床数で交付税

を措置することも視野に入れているというような情報がきておりますので、今後この情報

がわかり次第、病院で27年度に策定する改革プランのほうに反映させて行きたいというふ

うに検討しております。

福嶋副委員長 竹田委員。

竹田委員 前段、ベッド数の関係の議論をさせていただいたのですけれども、いま説明の

中ではいままでの例えば目標値ではなくて、稼働ベッド数に交付税単価を掛けての交付に

なるということだとすれば、従前から議論してきているペナルティというものはないとい

う捉え方でいいのかどうなのか、そこだけ。

福嶋副委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 ペナルティはないというふうに思います。

福嶋副委員長 東出委員長。

東出委員長 そうしたら、83ページに一般会計からの繰入の中にある不採算地区病院の運

営に関する経費で、ここで2,600万円減っているでしょう、ドーンと。これはそれらのも

のの影響なのですか。どうなのですか、その関連性は。

福嶋副委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 繰入と操出というのが少し意味が違いまして、ここできている東

出委員長がお尋ねの②ですよね。②の不採算地区病院の運営に要する経費というのは、こ

れは交付税として与えられたうちから病院事業として、では不採算病院の運営に要する費

用としていくら充当するのかというのがこの欄になりますので、これは受け入れる側の予

算措置になりますので、現状不採算として国から交付税措置されているのが1床あたり126

万3,000円なのです。これが、70床であれば29床分減らされて措置されるということにな

りますので、概ね3,600万円くらい交付税が減る可能性もあります。さらに70万7,000円の

分もありますから、大体200万円くらいになりますので、もしかすれば5,800万円くらいに

なるというような可能性もありますが、ただこれは決まりきったことではありませんので、

総務省がこういう考え方をいま持っていますということです。ですので、稼働病床数と言
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われましても、病床利用率と病床数によっても違いますし、稼働病床数ということであれ

ば最大限では何床稼働しているのだと。当院においても今年度であれば80を超えているケ

ースもありますから、そこに基準を置くのか。それとも年間通した稼働率でやるのかによ

ってだいぶ数値的にも替わってきますので、この辺につきましては総務省から見解が出さ

れた段階で、速やかに議会のほうにも報告させていただきたいと思います。

福嶋副委員長 それでは、次に進んでください。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 続きまして、資本的収支について、ご説明させていただきます。

資料は、82ページです。予算書につきましては、49ページになります。

それでは、説明させていただきます。資本的支出のほうから先に、説明させていただき

ます。有形固定資産購入費 機械器具備品購入費、今年度は、1,225万6,000円計上してお

ります。主な医療機器については記載のとおり、経皮血液ガスシステム、人工呼吸器2台

を購入する予定でございます。いずれの機械についても現在、リースという形で業者から

借り入れしておりますが、この1年間の稼働状況を見ますと、リースするよりは買い取り

して補助金、そして交付税を活用した中で、運用したほうがより効率的という判断をしま

したので、今回予算計上をさせていただいております。2点目は工事請負費で、今年度は

職員住宅の建築費として、5,216万4,000円を計上させていただいております。これについ

ては、先ほど来申し上げているとおり、今後5年間で看護師が10名退職する予定です。合

わせまして、薬剤師、検査技師、そして放射線技師、不足する理学療法士と合わせますと

15名程度の職員を確保しなければなりません。しかしながら、町内のかたから確保すると

いうのは非常に困難でありますので、やはり札幌の専門学校やここに住んでいない人を呼

び込まなければならないという観点と、あと首都圏のほうから看護師を確保するにあたっ

ても、住むところを用意しなければなかなか来てくれないのではないかというようなこと

もあり、今年度についてそれに要する住宅ということで、6戸分を予算計上をしておりま

す。内訳は、木造の2階建の分で2ＬＤＫが1戸と、1ＬＤＫが4戸、そして1Ｋが1戸でござ

います。場所につきましては、84ページの建設予定地でお示ししているところです。現在、

薬剤師が住んでおります職員住宅があるのですが、そこを取り壊してそこに建設する予定

です。向かいの職員駐車場と、グループホーム杉の木さんの間ということになります。

続いて、1目の企業債償還金は、1億6,500万円です。ピークが26年度になりますので、

今後はこの企業債の償還金は年々減っていくということになります。平成33年度まで、1

億6,000万円から5,000万円程度の償還が続きますので、この間は病院事業としても収益を

確保しなければならない期間ということになります。3項の看護師奨学貸付金につきまし

ては、今年度も予算計上は3名分ということで216万円計上しております。現在、1名のか

たがこの奨学資金を借りて、看護学校に通っておりますので、あと2名分余分に計上をし

ているところであります。

続いて、収入のほうに入らせていただいてよろしいですか。

福嶋副委員長 収入に入ってください。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 続いて、収入でございます。

企業債につきましては、医療機器分として480万円、建物分として2,910万円を計上して
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おります。それぞれ過疎債と病院事業債ということで、2分の1ずつの借り入れを予定して

おります。2項の他会計負担金、1目 他会計負担金については、これは一般会計から繰り

出し基準に基づいて繰り入れをいただく分で、それぞれ元金、建設改良に係る負担金の2

分の1でございます。3項の国庫補助金であります。医療機器分は270万円、補助率は3分の

1であります。建物分につきましては、補助金が1,700万円。1㎡あたり13万8,000円の補助

金がありますので、それの3分の1が国庫として交付されます。4項で同じく道費補助金と

しまして、医療機器分が135万円、建物分が850万円ということで予定をしております。で

すので、工事請負費に計上させていただきました5,200万円の職員住宅建築費用について

は、概ね半分の2,500万円程度が補助金で交付されます。残りを起債で充当させていただ

いて、建設する予定となっているところです。以上でございます。

福嶋副委員長 それでは、資本勘定の歳入歳出の説明をいただきました。

質問を受けます。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

福嶋副委員長 ないようですので、これで病院は終わりですね。

次に、老健のほうをお願いします。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 続きまして、老健事業会計の予算について、ご説明をさせていた

だきます。

資料につきましては、87ページです。予算書につきましては、同じ予算書の29ページに

なります。

それでは、ご説明させていただきます。まず概要でございますが、27年度では介護報酬

の改定がされます。2月6日厚労省のほうから概要が公表されまして、2.27％のマイナスと

いうことでございますが、実質は処遇改善加算にかかる分のプラス1.6％がありますので、

これは施設としての内部留保には向けられませんから、全て賃金として働いているかたに

反映されることになりますので、これらを合わせると試算では約4.4％くらいのマイナス

になるのではないかというところで捉えております。27年度予算におきましても前年同様、

収支不足として3,200万円ほどになっておりますので、病院事業と同じく赤字予算という

ようになっているところでございます。

それでは、費用のほうからご説明をさせていただきます。87ページ、まず給与費でござ

います。給与費については、給料は288万2,000円の増ということになっております。増嵩

要因でありますけれども、医師につきましては今年度も予算計上をしておりません。病院

事業として併設の施設という認可をいただいておりますので、今年度につきましても小澤

管理者が兼務をさせていただき、その足りない部分につきましては、病院事業のほうから

2名の医師が行って、老健の入所者さんの皆さんの健康管理にあたるというところでござ

います。増嵩分については、昇級昇格、そして人事院勧告を反映させた内容になっており

ますが、医療職の2表が突出して180万円ほど増えております。これは、職員の退職に伴っ

て病院事業のほうから、経験が一定以上のある理学療法士を配置しております。12月末に

1名退職しましたので、1月から1名配置していますので、それを継続するというところで

ございます。また、2番の手当につきましても、人事院勧告による増ということになって

おります。
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続いて、資料88ページをお開きください。88ページにつきましては、非常勤パート職員

の賃金でございます。今年度につきましては、1,288万5,000円の増となっております。こ

れの主な要因につきましては、看護職がパートから非常勤職員へ勤務体系が変わることに

よりまして、増えております。また、介護職については、1,200万円という大きな増嵩に

なっておりますけれども、これは今回の介護報酬改定で介護職員の確保を図る観点から、

看護職員処遇改善加算というのが作られております。これを当老健施設としましても届出

を行って、不足している看護職員の確保を図りたいということで、加算としてもらったも

のを全て職員の賃金にあてると。合わせて、賃金と研修期間を設けることによって、介護

士の資格のないかたについては、資格取得のフォローを行うと。介護士の資格のあるかた

については、手当を出すことによって、研修機会等を設けてもらって、スキルを上げて入

所者のために働いていただきたいという観点から、加算を届出するということで増額にな

っております。ほかの項目につきましては、それぞれ昇級等による増でございます。4番

の法定福利費につきましても、給与費の増嵩等によるものでありますし、賞与引当金繰入

額についても同じであります。6番の退職給付引当金繰入額につきましても、これも病院

と同様に算定方法の変更により、大きく300万円の減となっております。老健の必要額に

ついては、2,790万円であります。

続いて、2目の材料費です。予算書、31ページになります。薬品費、その他につきまし

ても、マイナスということで250万円。これは、後発品への切り替えや使用薬品について、

それぞれフロアについておりますドクターが見直しをして、経費の節減を図っているとこ

ろでございます。3目の経費は、主なもののみ記載させていただいております。光熱水費

は14万5,000円の減、これについては電気と重油両方があります。電気につきましては、1,

296万円の計上でございますので、前年対比概ね200万円増えた結果になっております。た

だ、重油のほうで単価は老健事業では前年度100円だったのを今年度85円で見ていますの

で、ここで1,400万円が減になりますので、相殺すると300万円くらいの減になっていると

いうような内容です。あと、修繕費、その他につきましては、記載のとおりでございます。

続いて、89ページをお開きください。予算書につきましては、34ページであります。4

目の委託費については、給食委託料を記載しております。給食委託料については、600万

円の減です。これは老健につきましても、入所者人数をより目標値に近い数値ということ

で、2名少なくしております。その分の委託料と、あと経費節減の観点から食器の洗いに

ついて、委託していた部分を職員でやれる分についてはやりましょうということで協議し

た結果、その600万円ほど経費の抑制ができたというところでございます。支出について

は、以上であります。

東出委員長 支出の説明が終わりました。これより質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 なければ、次に進んでください。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、収入についてご説明いたします。

資料で、85ページでございます。予算書では、25ページになります。

1目の施設介護料収益 施設入所は、これは入所者さんにかかる収入でございます。平

均で1日あたり、73名を見込んでおります。前年比、2名減です。平均介護度については2.
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5、前年度と同じ介護度を見込んでいるところであります。新たに加わりましたのが、施

設入所の点の六つ目です。介護職員処遇改善加算ということで、1人1日平均138円新たに

届出して、職員賃金に向ける部分です。当初予算を編成する段階では、介護報酬の改定内

容が見えなかったというようなこともありますので、当初では6％から7％の引き下げが見

込まれるというような報道がされていましたので、この辺については実際加味しないで見

ております。ですので今回、介護報酬の改定に伴い1月分のレセプト請求を4月1日以降の

介護報酬で積算したところ、1か月で44万円くらい減ということになりますので、これが1

年間続けばだいたい500万円くらい少なくなるのではないかなというような見込みであり

ます。2目は、居宅介護料の収益です。これは、通所にかかる分であります。1日平均、15

人を見込んでおります。介護度につきましては2.2と、あと介護予防通所リハビリという

のは要支援、そんなに重くないかたの予防リハビリであります。これは、要支援1が7人で、

要支援2が8名ということで見込んでおります。通所リハビリのほうにつきましては、介護

報酬改定でプラスのほうになっております。だいたいここが150万円程度プラスになるの

ではないかなというふうに見込んでいますので、入所者分と合わせると340万円から50万

円くらい少なくなるのではないかなというような積算でございます。

続いて、36ページをお開きください。36ページの短期入所療養については、いわゆるシ

ョートというような感じの部分でございます。これについての平均介護度は、在宅で見ら

れているかたが主ですので、これまでの実績どおり3.0の介護度を見ているところであり

ます。これについても、職員の処遇改善加算が加算となります。あと3目では、利用者利

用料収益等があります。ページは26ページです。大変失礼しました。ページ26ページの短

期入所療養の部分は終わっていますので、利用者等利用料収益です。これについては食事、

そして居住費等にかかる部分で、ここは主に変更項目はございません。次が、2項の事業

外収益の2目の他会計負担金であります。予算書では、28ページになります。これは、老

健を建設する際に借り入れしました、過疎債の利子の分を一般会計から交付税措置相当額

を繰り出ししていただく分で140万円になっております。3目は長期前受金戻入で、制度改

正に伴って一般会計からの繰り入れや国庫補助金については、償却年度に合わせて繰り入

れするという制度になりましたので、1,000万円を予算計上しているところでございます。

最後に本年の1月末現在における介護度別、そして自治体別の入所者数を掲載しておりま

す。1月末において、75名のかたが現在入所しているところでございます。収入について

は、以上であります。

東出委員長 説明が終わりましたので、これより質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 病院同様、入所見込みも2名減の73人を見込んで。当初、老健の収支を考えた

時に、75が一つのラインだと言われてきたのですよね。この部分についても過去の実績等

を含めて、実態に見合う入所予定を見込んだということで、それは理解はするのですけれ

ども、これらについてもはたして確かに人口は減少しているということからすれば、自然

と入所するかたも少なくなっているのかなという現状というか実態を見ますと。ただ、86

ページの後段の入所状況。これを見ますと、木古内42名で他の町村からしますと、知内・

福島・松前この3町は老健施設がない町でありまして、特養はあるのですけれどもそうい

うことからすれば、もう少しやはり4町絡みのあれで老健の入所がもっと増えてもいいの
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かなという気がするものですから。これ老健入所のＰＲをどこですればいいのかという部

分も含めて、やはりそういう努力も必要だろうというふうに思います。その辺について考

えがあれば、お聞かせ願いたいと思います。

それと、最近情報を得たのですけれども、いま介護報酬の改定ありまして利用料金等も

改正になるということで。ただ気がかりなのは、利用料金の部分でことしの8月から1割負

担が2割になる可能性も出てくるという部分の情報をちょっと得たのですけれども、それ

は例えば法律が制度が変わって余剰金の額によって、利用負担が変わるという。それが本

当であれば、現在入所しているかたにしっかり家族に対しても説明をしないと、突然8月

になったら利用料金が2割になったとか。それはなぜかといったら高齢者のかたのタンス

貯金ではないけれども、年金を少しずつ貯めてそのラインが100万円だとすれば100万円以

上持っているかただってたくさんいると思うのですよね。そうすれば、100万円以上あれ

ば利用料金がボンと跳ね上がるのであれば、これはきちんとやはり病院事業老健として入

所者、あるいは町民に対してのこういう説明というか理解してもらえるような説明をしな

いと。極端なことを言えば、8月まで100万円以上あれば払える。下ろして100万未満にし

ておかなければないということになるわけだから、極論ですけれども。その辺も含めてど

ういう例えば入所者、その家族にＰＲ等をするのか含めてちょっと見解をお願いしたい。

東出委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 入所者確保の件につきましては、病院事業と一体となって地域包

括ケアシステムを構築すると。函館の病院に入ったかたについては、オペ後は在宅復帰率

の観点から地域包括ケア病床等に行かなければオペした病院先でも7対1を確保できないと

いうものがありますので、ですから函館に来たら木古内の地域包括ケアに入院して、ここ

の平均在日数というか最大限60日になりますから、そこの60日で在宅に戻れないかたにつ

いては、老健を活用した中で戻って行くと。地域包括の病床等については、渡島西部四町

では木古内しかありませんので、木古内国保病院が木古内・知内・福島・松前の急性期の

患者さんの受け入れ先となって、在宅に向けて戻って行くというシステムは構築されれば

知内・福島・松前の利用者も増えて行くのではないかというふうに考えております。

利用料金の改定につきましては、この間2回ほどニュースを施設入所者のかたに発信し

て、制度改正によってこれまで世帯分離していれば利用料が少なかったのですけれども、

それが制度改正によってもしかすると変わる可能性もありますよということを流してあり

ますので、さらに制度改定の概要が見えてきましたら、施設入所者の皆さんに案内して一

堂に会して、説明会を開催したいというふうに考えているところです。

東出委員長 そのほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようですので、資本的収入と支出の説明をお願いします。

平野事務局長。

平野病院事業事務局長 老健事業会計の資本的収入と支出について、ご説明をさせていた

だきます。

資料89ページです。予算書については、41ページになります。

今年度老健事業会計において、整備する有形固定資産につきましては記載のとおり、送

迎車両1台と、備品購入として電動ベッド、そして給与システムの改修の合計1,624万3,00
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0円です。企業債の償還金につきましては1億700万円、看護師少額資金貸付金については、

現在3名うち1名が今回の国家試験を受けておりますので、残りの2名分の96万円となって

おります。資本的収入については、他会計負担金として過疎債の元金償還にかかる交付税

措置相当額を一般会計から繰りいれしていただきますので、4,343万9,000円です。また、

本年つきましては、まちづくり応援基金を活用しまして、先ほど申し上げました電動の介

護ベッドを購入させていただきます。これについては、社会福祉目的のために寄付をして

いただいた分を適用させていただいて、1,400万円を充当させていただく予定でございま

す。また、2項 1目の道費補助金としまして、地域づくり総合交付金を車両の2分の1、11

5万円充当して補助金として受け入れる予定です。以上でございます。

東出委員長 資本勘定の収入・支出の説明が終わりました。これより質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、老健の事業会計については、これで終わりたい

と思います。

病院、それから老健全般にわたって説明が終わりましたけれども、総体的に何かあれば

昼まで受けたいと思います。

竹田委員。

竹田委員 先ほど老健で給食費の食器の洗いを自前でやるようにした。病院はどうなので

すか。ちょっと病院は終わってしまったのですけれども。

東出委員長 平野事務局長。

平野病院事業事務局長 病院は機械が入っておりますので、機械でやっております。効率

的にやっています。

東出委員長 そのほか、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようであれば、木古内町国保病院事業会計予算、それから木古内町介護

老人保健施設事業会計予算の審査を終わらせていただきます。

どうもご苦労様でした。

午後1時まで、休憩をいたします。

休憩 午前11時57分

再開 午後 1時00分

（4）建設水道課（一般会計・水道事業会計・下水道事業特会）

議案第39号 木古内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課の皆さん、どうもご苦労様でございます。

それでは、議案第39号 木古内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。担当課長の説明を求めます。
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若山課長。

若山建設水道課長 それでは、議案第39号 木古内町道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例につきまして、改正理由をご説明申し上げます。資料番号1、議案説明資料68ペー

ジから71ページを合わせてご参照願います。

道路占用料は、単価の基礎となる地目ごとの固定資産税評価額に基づき算出されており

ます。近年の基準地価の変動から、平成26年3月までに国道と道道の占用料の額等が繰り

返し改正されております。

近隣町においても、条例改正している状況等を勘案し、政令単価に改正するものです。

また、今回の改正に合わせて、別表中、道路法第32条に掲げる工作物や施設等で、法に

記載されていて、町条例に記載のなかったものを、新たに追加しております。

資料のほうにつきましては、68ページから71ページ新旧対照表となっております。右側

の欄が改正案でございます。説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。

東出委員長 説明が終わりました。これより質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 質疑がないようでございますので、この条例については、これで終結いたし

ます。

それでは、平成27年度の一般会計について、説明を願いたいと思います。

若山課長。

若山建設水道課長 それでは、建設水道課初所管の予算のほうを説明させていただきます。

最初に土木担当のほうから、続いて建築、財産施設、そのあと上水水道事業会計、下水道

事業特別会計と説明させていただきます。最初に土木所管です。

142ページをお開きください。合わせまして、資料番号2、平成27年度予算説明資料66ペ

ージから68ページです。

1目 土木総務費です。土木総務費につきましては、対前年度比5万3,000円の減額で、

昨年度とほぼ同額となっております。

続きまして、144ページをお開きください。1目 道路維持費です。前年度対比2,425万4,

000円の増額です。増額の要因としましては、電気代の値上がり、駐車場整備による除排

雪経費の新設が主な要因となっております。4節 共済費、7節 賃金は、ともに昨年とほ

ぼ同額。11節 需用費は、前年度と比較しますと511万円の増額となっておりますが、道

路維持補修費において350万円、駅周辺整備に伴う照明電気料の増額分と電気料の値上げ

分で161万円ほど見込んだものです。13節 委託料は、前年度と比較し、3,424万8,000円

の増で、町道管理委託料 7,153万円と橋梁長寿命化事業戊申橋補修設計 1,000万円です。

14節 使用料及び賃借料は、前年度と比較し、1,788万1,000円の減額です。この13節 委

託料と14節 使用料及び賃借料のうち、除排雪に係る経費については、新年度より主な除

雪業者にかかる除排雪に要していた一部の費用を使用料及び賃借料から委託料へと振り替

えをしております。前年度と比較しますと、委託料のうちの除排雪費用が3,174万円ほど、

使用料及び賃貸借料のうちの除排雪費用が、1,788万円ほど減額しております。

また、新年度の下半期におきまして、駅周辺の三つの駐車場の整備が完了予定となって
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おりますので、この分の除排雪費用を増額させていただいております。15節 工事請負費

は、橋梁長寿命化事業として前年度から行っております、瓜谷の旧ライスセンター前の橋

梁瓜谷橋の補修工事と、新道地区における砂利道と簡易舗装する工事を計上しております。

16節 原材料費につきましては、昨年とほぼ同額です。

続きまして、145ページから146ページになります。2目 道路新設改良費です。前年度

対比 1億3,955万円の減額です。減額の主な要因は、南北線改修工事のＪＲ委託工事の委

託料の減、及び南北線改修工事の減です。4節 共済費から12節 役務費までと、14節

使用料及び賃借料については、昨年とほぼ同額です。13節 委託料につきまして、25年度

から行っている町道南北線改修事業ＪＲ施工委託によるものですが、資料66ページにその

内容を記載しております。15節 工事請負費については木古内3線、駅前交差点から東側

駐車場への仕上げ工事、木古内停車場3線の改良舗装工事、新幹線駅側に新設するアクセ

ス道路です。それと、南北線の仕上げ工事です。資料のほうの66ページから68ページに、

内容と平面図を位置図を記載しております。

続いて、147ページです。1目 河川総務費です。前年度対比250万円の増額です。11節

需用費で、春先の融雪による河川の維持修繕や、河川の流れを阻害している立木の伐採

等を行うものです。

次に、183ページをお開きください。1目 河川災害復旧費です。4万8,000円の増額です。

これは、北海道のほうの災害対象事業により、負担金が増額になったことによるものです。

歳出については、以上です。

歳入に入ってよろしいでしょうか。

東出委員長 はい。

若山課長。

若山建設水道課長 続けて、歳入に入らせていただきます。

39ページをお開きください。3目 土木費使用料です。1節 道路使用料、本年度予算額

41万4,000円です。先ほど条例改正で提案させていただきました、道路占用料徴収条例

の改正に伴う道路占用料が若干減額になっております。2節 堤塘使用料、本年度予算額

6万3,000円です。

47ページをお開きください。5目 土木費補助金です。1節 都市計画費交付金、社会資

本整備総合交付金 まちづくり交付金 1億1,912万円のうち、2,652万円は道路改良費交

付金です。2節 道路改良費交付金 橋梁長寿命化事業交付金 1,625万円は、橋梁長寿命

化事業による交付金です。

続いて、56ページをお開きください。5目 土木費委託金で、1節 河川費委託金 樋門

・樋管の操作委託金 49万7,000は、22箇所分です。

続きまして、71ページをお開きください。1目 4節 雑入です。下から4段目、雇用保

険繰替金 47万円のうち、建設水道課非常勤職員2名の雇用保険本人負担分 7万3,000円

となっております。土木につきましては、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。

東出委員長 建設水道課の土木費についての歳出歳入の説明が終わりました。ちょっと多

岐にわたりますけれども、質問を受けたいと思います。

竹田委員。
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竹田委員 144ページの道路維持の関係で、以前から言っていた除雪費に関わる予算の計

上が若干、昨年から見たら委託料と賃借料の入れ替え等あったようにそういう説明でした。

これで重機の借り上げが約800万円になっているのですけれども、これそうすれば今度は

純粋な重機のレンタルということで捉えていいのかどうなのかというまず確認。

それから、工事請負費で瓜谷橋の補修で昨年も1,000万円の工事を行っているのですけ

れども、これは例えば単年度工事で終わらなくて2か年の工事になったのか。それとも別

な工事というか、また出て工事1,500万円しなければならないのかという部分です。

それから、その下の浜通り線外の舗装の工事についても、昨年も確か新道地区の砂利道

の整備を。金額が500万円計上しているのですよね。ですから、浜通り線外ですからほか

何箇所あって、今年度はどこどこを予定しているというものがもしあるのであれば、これ

は例えば資料か何かで付けてもらえればいちいち我々確認をしなくても、今年度どことど

この道路改良をやるのだということをわかるものですから、いまそこで把握している部分

があればちょっと説明していただきたいと思います。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 まず除雪なのですけれども、前年度までは委託料のほうでは通常の除

雪、あと借り上げについては排雪を含む臨時的な除排雪として整理しておりました。新年

度からは、この考えを委託については主要路線の通常除雪及び排雪。その排雪に伴う誘導

員ですとか、そういう排雪の一連工事と言いますか一連作業を含めて、委託で費用を持ち

たいと。賃貸借契約については、生活道路も含む小型路線、あるいは小型の重機で対応可

能なものの借り上げをこの賃借料のほうで、計上していきたいというふうに考えておりま

す。それで、借り上げなのですけれども、夏場のほうに道路の清掃ですとか細かい土工作

業ですとか、均しですとかそういったものが540万円ほどあります。除排雪契約について

は、250万円ほどというふうにいま捉えております。

それから、瓜谷橋なのですけれども、これは橋梁長寿命化事業で補助事業で行っていま

す。それで、去年からスタートしたものですから、1年目につきましてはまず瓜谷橋の設

計とその設計の成果を見て工事、やれる範囲の工事。内示額がその時点で決まっていまし

たので、設計と工事の一部を行っております。今年度につきましては、去年の設計を基に

27年度は瓜谷橋の残りの工事と次の橋の設計を27年度で見ていたということで、国のほう

の事業費担いでもってこの瓜谷橋については、設計が26年度工事については26年度と27年

度にまたがるということになります。今年度につきましては、瓜谷橋のほうの終わった工

事については、橋台の一部とあと高欄の片側だけ終わっております。ですから、その片側

はまだ残っている状態ということです。27年度については、この瓜谷橋の残りと次の戊申

橋設計をいま計上しております。

浜通り線につきましては、昨年も行ったのですけれども、昨年はみこしの家から新道方

面に浜通り線延びていっているのですけれども、その舗装が山本さん宅の付近で終わって

いるものですから、それから延長してパチンコセブンのほうに向かって、さらに塩辛川付

近にある民家がありますので、そこのところのやれる範囲まで去年はやったと。今回はそ

の続きとして、そこから今度逆に農協のライスセンターがあったほうと言いますか農道整

備のほうで整備した箇所の舗装をいまのところ200ｍほど計画しております。それで、こ

としもそれは完了にはなかなかならないと思います。
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東出委員長 竹田委員。

竹田委員 昨年もたぶん瓜谷橋の関係の2か年の継続事業という説明をしただろうと思う

のですけれども、ちょっと記憶になかったものですから確認をしたような次第です。ただ、

重機の借り上げの関係で、除雪の関係の借り上げが250万円を予定していると。大型重機

が入れない借り上げの小さい例えばバケットで入るというそういう路線は、どこどこある

のかまず教えてほしいというふうに思います。

それと、浜通りの道路の舗装の関係。あそこからいったら取りあえずは、例えば農協の

センターのほうに抜ける道も確かにありますし、また道道に抜ける道路もまだあるのです

よね。ですから、真っ直ぐ来たらルート的には道道に抜ける。要するに、最勝寺さんの横

というかそっちのほうまで通してしまったほうが、道路の循環からすればいいのではない

かという気がするのですけれども、それは何か道道までこないというのは、何かあってそ

っちのほうの農協さんのほうに曲がっていったのかというその辺ちょっと教えてくださ

い。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 借り上げの路線につきましては、大川のほうの例えば板谷掘線と浅田

さんとかに入っていくところ、あるいはその手前のもともと踏み切りがあった高橋さんと

か浅水さんとかの生活路線になっている道路。それから、札苅方面でいきますと旧北海殖

産の苗圃があった通りですとか、西村幸蔵さんのお家、あと幸連の旧スキー場と言います

か、幸連5線。そういうちょっと大きな重機が入りづらいような箇所を、その近くのかた

に頼んでいるような路線なのです。それと、一部いままで言っていきますと、駅前広場と

いうのですかちょっとうちの双葉線と、あるいは道道との交差部と言いますかそういう旧

バス停の付近をいままでは三和さんに一部借り上げはしていました。

それから、浜通り線なのですけれども、昨年行った舗装で山本さんというかたのお家の

前までは舗装があると。舗装というか終わって、このあと今度水谷さんとか元の林さんと

か、あと後藤さんとかというその付近を通って、さらにライスセンターのほうに行きます

と2軒ほど民家がありますので、こちらのほうを優先したいなというように考えています。

それと、いまおっしゃられた最勝寺の横のほうなのですけれども、こちらのほうも砂利

道です。将来的にはそちらのほうも全部網羅されれば、交通網的にはいいかと思いますけ

れども、その辺についてはまだちょっと所有者の土地を走っているという状況もあります

ので、その辺のちょっと相手とも交渉元も残っておりますので、今後の課題とさせていた

だきたいと思います。

東出委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 予算にちょっと関係ないのですけれども、ある意味では産業経済課のほうとの

絡みもあるのかなと思うのですけれども、一頃工事標識は建築問わず、水道問わず、上水

道・下水道、それから土木問わず、道南杉で作った工事標識を使わせましょうという運動

と言いますか動きが随分、道南杉の付加価値を高めるためだとかという理由で、随分奨励

したのですね。当時は随分皆さん、町内業者の方々も使ってくれた。だけれども、最近ゼ

ロに等しい、道南杉で作った工事標識。これらは当初、いろいろ課長も係長時代かな、随

分奨励したのです。だけれども、最近はさっぱり使っていない業者が。それは、例えば工
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事の歩掛の中に、例えば入っていないから「使わないのだ」という返答も返ってくる、業

者によっては。その辺どうなっているのかなと。上級官庁では、「道南杉を大いに使いま

しょう」と。道南杉の普及を伸ばすためにということで、上級官庁では何か道南杉を工事

標識に使ったよという証明書だとか、それから工事標識に道南杉と焼き印みたいなのをし

てくれるのですよね。上級官庁には、使うとそれなりに評価というかどこにどう現れてき

ているのかわかりませんけれども、評価をしてくれているのだそうですよ。業者さん方が

率先して何か使ってくれているということなのですが、我が町はこれらの製作をもうどう

でもよくなったのかどうか、その辺ちょっと聞いておきたいです。さっぱり最近見えない

のです。高い安いの値段の関係もあるのだろうけれども、その辺行政としての指導をどう

するのか、ちょっと聞いておきたい。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 いまの道南杉の使用についてなのですけれども、私どもちょうど設計

をやっていた頃は、そういう確かにおっしゃられる奨励、「していきましょう、なるべく

使いましょう」ということがありました。その頃、委員がおっしゃるように現場管理費の

中に、グレードアップという経費を目論みましょうということで、そのグレードアップの

費用を目論んでいました。そのグレードアップ分は何を行うかというと、それは業者の裁

量に任されていて、例えばいまおっしゃられた工事看板ですとか、あるいは工事用現場漢

学会。あるいは、水洗トイレの設置ですとかその辺いろいろ業者さんサイドで努力された

中で、ここ数年はそういうグレードアップというか現場の土木とかというと割と汚いイメ

ージが昔あったものですから、その辺を綺麗にしていこうというイメージの中で、ある程

度役目が済んだということで、その経費が最近実は経費としては見れなくなっている状況

です。いまおっしゃられているように、そうは言ってもせっかくの「道南杉を使いましょ

う」ということなものですから、強制はできないにしてもなるべくそういうことは案内、

あるいは工事標識については、その杉を使っていこうというふうな奨励を今後も続けてい

きたいというふうに思います。

東出委員長 又地委員。

又地委員 道南杉の普及と考えると、全て工事標識。だけれども、ちょっと協力に落札時

にそういう落札をした業者に、ちょっと強い指導をしてほしいなとそう思っています。大

した道南杉で作った工事標識とどこかの商社から買う標識の値段とはそれなりの差はある

けれども、行政としての役割というのはやはり道南杉を如何に付加価値を高め、消費拡大

を図るかという点では使命感というものがあるのですね。だからその辺は、落札時におい

て業者に少し強い要請をしてほしいなと。ある意味では「使え」と、「使いなさいよ」と

いう指導でいいと思うのですね。使わなかったら少し小言を言うとか、検定の書類の中に

そういう例えば森林組合から出されている証明書だとか、あるいは工事標識を必ずとりま

すよね。そこに道南杉だとかと焼き印を押していないというような工事標識があったら、

少し検定時にもきつい話をするというようなことを心がけてください。これは、副町長も

いますし、たぶん入札時に立ち会うのが副町長なり町長だと思うので、落札業者にはその

辺の話を強く伝えてほしいということを要望しておきます。

東出委員長 いま又地委員から再度の質問なので、最後のだめ押しなのですけれども、そ

の辺について要望と言っていますけれどもどうですか。いま副町長まで話、指名委員会の
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最高責任者は副町長ですよね。この辺だめ押しみたいに委員からご指摘がございましたけ

れども、答弁あれば。

副町長。

大野副町長 ただいまの又地委員のご質問でございます。町のほうでは木古内町地域材利

用促進方針というのをもっておりますので、地元山財を使っていただくという方向につい

ては、お願いをしてまりたいというふうに思っております。ただ、ただいま課長のほうか

らも報告がありましたように、グレードアップ分ということで設計の中に盛り込まれてい

ないという状況であれば、やはりしっかりと材が使ってもらえるように、工事看板の分の

積算はしていかなければないのかなというふうに思っています。多少、工事単価がアップ

してもそこは見ていかなければならないだろうなというふうに思っております。以上です。

東出委員長 そのほか。

吉田委員。

吉田委員 先ほど竹田委員からの質問の中にもあったのですけれども、浜通りのいま道路

改良工事をするということで舗装道路。たぶん住民には良いと思うのですけれども、この

部分ちょっと後々下水道の関係が入ってくると思うのです。それで、いま舗装道路に入っ

たのはいい。後々また下水道が入ってまた、何かもうちょっとうまくできないのかなとい

うのがあるのですよ。確かに今年度27年度はもう整備計画も決まっているので、この辺町

内の中でやはり舗装道路にしてあと何年後にまた下水道の工事へ入っていって、またやる

というこういう考え方というが、どうしてこうなってしまうのかなという気がするのです

よね。住民の要望が多いからこれ早く砂利道路を舗装にするというのもわかるのですけれ

ども、そこら辺の町内でもう少し考えてやれないものか。これいまの浜通りのところは下

水の入る予定はないですよというのであれば話は別ですけれども、近々に入る予定がある

のだったらそこは早く優先していくべきなのかなと思うのですけれども、その辺の考え方

をちょっとお願いします。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 まず、いま行っている舗装工事というふうにしたほうがわかりやすい

ので、舗装工事というふうには実はしているのですけれども、実はこの舗装と言いまして

も本格的な舗装ではなくて、言うならば防塵処理という埃を飛ばないように、そんな舗装

としての打ち替えもしないで、ただ現道に砂利を均す程度に舗装を一層だけかけて、当面

の埃を防ごうという考えで行っています。当然、舗装工事となると道路もある程度改良し

て、がっちり舗装するのが本来なのですけれども、ただし住んでいるかたにとっては早め

にそういう防塵処理をしてほしいということですので、いま現在できる最低限の舗装とい

うことで考えていただければと思います。ちょっと下水につきましては、近々にいく予定

ではないものですから、もし万が一下水がいったとしても、逆に言うと下水というのは道

路とは違いますから、原型復旧が原則ですから、砂利であれば砂利の復旧、舗装であれば

舗装の復旧をしますけれども、そういう面でもし下水がいったとしても、防塵処理したも

のをついて同じように復旧するだけですので、本当にこれがことしやって来年掘るとかで

あればこれ問題はありますけれども、ここ数年は計画がないものですからそこで取りあえ

ずは埃止めが優先で、町内を見てもちょっとああいう砂利道のところはそんなにないもの

ですから、早めにちょっと仕上げたいということです。
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東出委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 146ページ南北歩道工事の関係、今年度仕上げの年だということですから。い

ま、南北歩道の壁、天井の工事が入っていますけれども、そのほかの予定というのはある

のかどうなのか。

それと147ページの河川維持補修、去年250万円でことし500万円。これは、今後河川の

流木処理含めて、何年次の計画をもっているのか今年度で終わるのかという部分のスケジ

ュールというか、今年度は例えばどこの河川を維持するのかという部分がもし。それぞれ

いろんな状況の中でしなければならない部分もあろうかと思いますけれども、予定してい

る箇所等あればちょっと示してください。

東出委員長 小池主幹。

小池主幹 私のほうから町道南北線のこれからの工事と、いま発注済みの工事の件です。

いま発注済みはその3・その4まで発注しておりまして、内容はエレベーター等の工事と、

それと通路の部分の内装の工事をいま発注しております。それで、内装のほうの工事の中

にいまサインというか標識の工事が入っておりますけれども、今後いま入っていないのは、

駅の顔でありますサインというか駅名の標示をいましていないのですけれども、それがま

だはっきりして決まっていなかったものですから、その部分はいま入っておりません。

それとあと、防災関係の件で防犯カメラ等の設置がいま要求されておりますので、その

工事についてこれから発注する予定でおります。以上です。

東出委員長 河川の今年度に手をかける部分、わかれば。

構口主査。

構口主査 河川のほうに関して、私のほうからお答えいたします。

場所的にはまず、上町地区排水路ということで、旧高井ホテルさんの裏にちょっとした

大きい水路があります。一応これも河川という名目の水路ということで、これが当時の現

場打ちのコンクリートでして、それが倒れている状態でありまして、これに関しては前か

ら近隣者の要望等もあって、新年度からまず予算計上させていただいたものであります。

あと、亀川地区においても河川の阻害による部分はありますので、そういったところに

簡易的なトーフブロックと私どもは呼んでいるのですが、大きいブロック等を置いて、安

価なものを使って修繕する計画で今年度は立てております。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 この予算につきましては、道路の維持修繕と同じく、毎年春先になる

と融雪等で予定していた箇所以外にも河川が決壊とかする箇所があるものですから、それ

についてはこの予算である程度対応していきたいということで、毎年今後ある程度予算を

要求していきたいというふうに考えております。

東出委員長 竹田委員。

竹田委員 南北歩道橋の工事の関係をいま説明いただきましたけれども、

私の心配するのは床をどうするのかという部分。いま壁と天井の工事、窓枠含めての工事

にかかっているようだけれども、床も綺麗になるということでいいのですね。

それから、いま言った河川の維持補修の関係、ことし予定しているのは高井さんのとこ

ろと亀川。そのほかいま課長が言われたように、いろんな状況の中ではということ。私は、
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当然去年より予算が倍になったから、佐女川のこの路線ここの。これの流木の処理も入っ

ているのかなと思ってちょっと確認したのですね。これは、前から結構要望・声のある部

分だったし、どうなのかなと思って。これは、町の河川の管轄なのか道河川なのか、もし

道だとすれば道に対してどういう働きかけをしているのだという部分について。

東出委員長 道費河川も含めて。

若山課長。

若山建設水道課長 まず、佐女川につきましては、河口から1ｋｍが二級河川と位置付け

られております。両側ブロックが入っているところ、佐女川団地のやや上流側までが北海

道の管理河川です。そのあとの上流部については、普通河川として町が管理しているので

すけれども、もし下流部。二級河川の部分であれば、北海道には過去清掃とか土砂浚渫等

をやってもらっていますので、機会を見て要望していきたいというふうに思いますし、そ

の上流部でもし河川を阻害している立木等があれば、現地を確認の上、町のほうで伐採な

りを対応していきたいというふうに考えております。

東出委員長 ぜひそのように頼みます。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 なければ、次に進みます。

若山課長。

若山建設水道課長 続きましては、建築担当のほうに入らせていただきます。

151ページからです。建築担当の歳出について、ご説明いたします。合わせまして、資

料番号2、平成27年度予算説明資料69ページ・70ページを合わせて参照ください。

1目 住宅管理費、前年度対比で1,969万1,000円の増額です。主な内容は、工事請負費

の増額です。予算の主な内容としましては、公営住宅の維持管理に要する経費となってお

ります。9節 旅費から13節 委託料まで、前年度並みです。11節 需用費で、公営住宅

修繕費 50万円減額しておりますけれども、共益の電気料が49万2,000円増額しており、

需用費全体とすれば前年度並みです。15節 工事請負費につきましては、資料69ページに

主要な施策事業等説明資料のとおりでありまして、中野団地屋根補修工事は、平屋棟につ

いて屋根の補修を13棟48戸で施工します。工事内容につきましては、軒先補修・屋根塗装

・集合煙突補修です。前浜団地下水道接続工事は、本年度前浜団地の区域が下水道接続区

域内になりますので、それに併せて下水道に接続し、浄化槽を撤去、一部を駐車場にしま

す。いさりび団地防犯対策工事 入居者の安全･安心のため4箇所にカメラを設置します。

いさりび団地エレベーター改修工事は、法律の改正に伴い、次の3点を補強工事をします

一つ目としては、戸開走行保護装置工事、エレベーターの扉が開いたまま走行しないため

装置です。2番目としてはＰ波感知装置設置工事、これは大きな地震が到達する前にＰ波

を感知して、エレベーターを安全に停止する装置の設置です。三つ目としましては、主要

機器耐震補強工事、エレベーターが大きく揺れて建物等に接触しないようにガードレール

等の補強をするものです。歳出は以上です

歳入のほうに、入らせていただきます。

40ページをお開きください。5目 土木費使用料、3節 住宅使用料（現年度分）、前年

と比較し、193万7,000円の増です。これは、朝日団地2号棟の分が増収となる予定です。4
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節 住宅使用料（滞納分）、前年と比較して6万5,000円の増額です。続きまして、5節

駐車場使用料 9万8,000円の増額、駐車場使用料につきましては74区画分、これも朝日団

地分で増えております。

42ページをお開きください。1目 1節 総務手数料の1番下、 住宅料督促手数料として

延べ360件、3万6,000円を予算計上しております。

47ページをお開きください。3目 土木費補助金、3節 住宅費交付金 776万1,000円は、

社会資本整備総合交付金、北海道第4期地域住宅交付金として445万円。これは、歳出で説

明しました、前浜団地の下水道接続工事、いさりび団地エレベーター改修工事並びに防犯

対策工事に対する交付金で、事業費の2分の1補助です。家賃低廉化事業交付金は、朝日団

地の16戸分です。

56ページをお開きください。5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金 7万4,000円は、

建築確認事務委託金と建設リサイクル法事務委託金です。

57ページです。1目 財産貸付収入、2節 町民住宅貸付収入 105万7,000円、入居中の

8戸分の予算を計上しております。

71ページをお開きください。1目 3節 雑入で、下から5段目の公営住宅共同電気料 1

17万9,000円は、大平団地30戸、前浜団地18戸、いさりび団地45戸、朝日団地16戸、計109

戸分の共同電気料を雑入で予算化しております。以上です。ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。

東出委員長 住宅費についての説明が終わりました。これより質疑を受けます。

竹田委員。

竹田委員 今回、いさりび団地の防犯安全安心の対策として、防犯カメラが設置されると。

大変良いことだというふうに思います。ここはいま聞きたいのは、きょう副町長がいます

から副町長。事務調査等の中で現地確認の中で、いさりび団地ではなくて冷水線から上が

っての地下歩道、アンダーパス。あそこのまだ町の施設として移管というか引き渡しにな

っていないのかどうなのかわからないのですけれども。現地調査の中では、あそこはやは

り防犯対策として、やはりこういう防犯カメラだとかは必要だということで、再三防犯カ

メラ。あるいは、あそこの入り口のドアだとかのそういう設備ができないのかということ

なのですけれども、あそこはまだ町の所管に引き渡しになっていない施設なのか。もし町

の施設だとすれば、やはりいさりび団地。先ほど説明があった駅舎の防犯カメラを設置す

るというのと同様に、あそこにもやはり早急にカメラの設置をすべきだという考えで、今

回のいさりび団地の予算計上とはちょっと異なるのですけれども、防犯カメラの部分で統

一した見解を持つべきだろうというような思いでいま発言していますので、よろしくお願

いします。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 冷水線の地下通路の関係だったと思いますけれども、ちょっと先ほど

説明が不足しておりましたけれども、27年度の道路維持の需用費の中で、この安全対策を

行っていこうというふうに予算化しております。施設につきましては、底地とか例えば躯

体そのものとか正式な財産の移管はしておりませんけれども、通行の使用と電気代の支払

いをこちらでするというふうになってからは、こちらのほうで管理をして行かなければな

らないということですので、当初に計画になかったこの防犯カメラにつきましては、町の
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ほうで設置するということです。

それと、今後こういった施設、あるいはいまできあがる駐車場ですとかそういったとこ

ろには要所要所に防犯カメラを設置して行く考えでいます。

東出委員長 又地委員。

又地委員 防犯カメラの件なのだけれども、あとの例えば朝日団地2棟ありますよね、二

つある。前浜団地ある、大平団地ある。そこは考えていないのですか。そこに防犯カメラ

云々というのは。

東出委員長 公共施設全体を見た時に、防犯カメラの設置が大変いま重要視されているの

で、それらの部分で総体的な考えを持っているかということです。

若山課長。

若山建設水道課長 今回いさりび団地につきましては、特に高齢者、1人暮らしのかたも

多いという中で、それとエレベーターもある施設で廊下も長いという中で、一番重要度が

高いということで、防犯カメラを設置することとしておりますけれども、いまおっしゃら

れるように朝日団地だとかほかの団地につきましても、今後さらに現地のほうを確認しな

がら検討して行きたいというふうに思います。

あと、今後また住宅に限らず町の施設全般の公共施設の総合的な計画書というのを今後

作っていかなければならないものですから、管理計画です。そういうものについても反映

して行きたいというふうに思っております。

東出委員長 この件について、私も聞こうかなと思っていたのだけれども、今回の痛まし

い川崎の事故の時にでも、やはり犯人逮捕につながったのは防犯カメラにきちんと写って

いたというのが一つの大きなあれだったでしょう。だからこれ田舎だから関係ないという

話でもないと思うのですよ。したがって、防犯カメラを設置することによって未然に防げ

られるものもあるかと思うのですよね。ですから、やはりこの辺公共施設だけに問わず町

内を見回した時点で、これどこの課か所管がいいのかわからないけれども、やはり見直し

て。そして、これいくと40万円くらいで付くのかな、この予算で行けば。そうしたらもっ

ともっと設置するような工夫も必要ではないのかなと思うのですけれども。その辺原課と

して、これの部分で建設水道課がやっていくのか。防犯となれば町民課なのかわからない

けれども。総体的に見た時にこれどうなのでしょうね。副町長、この辺見直す考えという

か今後これから大事になってくるのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょう

か。副町長、ちょっと考えあれば。

副町長。

大野副町長 住民の皆さんが安心・安全に暮らしていただくという観点から行きますと、

住民グループのほうが所管になるかなというふうには思っております。ただ、国道であれ

ば国交省、開建です。開建のほうがカメラを付けているというのは承知しています。また

道道にもあるでしょう。そういったものをまず調査をして町の中にどれだけ安心・安全を

保証できるようなカメラがあるのかというのを把握した上で、行政があるいは町がやるべ

きところはどこかというのを判断して行けばいいのかなというふうに思っています。いま

委員長がおっしゃるように、重大な犯罪といいますかそういったものを未然に防止するの

には、防犯カメラがあるということであると犯罪が起きにくくなるであろうと。犯罪を起

こしにくくするのには、そういったカメラを設置することも大変大事なことだというふう
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に思いますので、検討をしながら研究を進めてまいります。以上です。

東出委員長 なければ次に進みたいと思いますが。

竹田委員。

竹田委員 住宅費の予算の計上とはちょっと違うのですけれども、建設の技師としてのち

ょっと質問をしたいのですけれども、よろしいですか。

東出委員長 許します。

竹田委員。

竹田委員 直接建設課の予算計上ではない、新幹線ビュースポットという予算の計上にな

っているのですけれども。設計管理委託、そこで500万円の確か予算計上になるのですよ

ね。これは、先の総務・経済常任委員会の事務調査の中でも出た人口減少のビジョンの取

り組み等にしてもコンサル任せではなくて、できるだけ自前でできるものは自前ですべき

だろうというそういう意見もありました。そして、私何を言わんとするかというと、たぶ

ん建設所管ではないけれども、まち課のほうの予算計上なのですけれども、500万円の委

託。たぶんコンサルに発注する予算だろうというふうに思うのですけれども、そこに見晴

台。ただ駐車場を整備するのに、あそこトンネルの上ですから構造上の問題があって自前

の設計では例えばできない。だから特殊な部分だから業者に発注しなければならないと。

それはわかります。ですけれども、その施設の場所に建てる絵を見ますと、木柱での見晴

台の構造なのですよね。そういうものについては自前でできる。せっかく小西さんという

立派な技師さんもいますので、その辺は内部で十分。副町長、練ってやはり検討をして、

こういうデザイン木古内らしさをコンサルさんが作ってきたものではなくて、これはうち

のオリジナルの設計なんですというくらいの物をやはり示すべきだろうというふうに思う

のですけれども、その辺の見解。小池主幹に求めても困るだろうと思いますので、副町長

その辺の見解をお願いします。

東出委員長 副町長。

大野副町長 ただいまの竹田委員からのご質問でございます。予算を作る時に当然町の職

員として技術をお持ちのかたがいらっしゃる。これは、建築士の資格であったり土木のほ

うの資格であったりということで、その資格の範囲内で設計ができるものは直営でやって

いただくように話はしています。ただし、今回の建川トンネルの上につきましては、下に

トンネルという構造物がある。そこで、構造計算をした上で認可を取っていかなければな

らない。そのための資格をお持ちのかたはいらっしゃらないということで、コンサルに出

さざるを得ない。ただ、コンサルに投げっぱなしではなくて、設計の段階でこちらのほう

の思想・考え方も入っていくわけですから、デザインですね。そういったものについては、

しっかりとこちらの業者のほうの思いを伝えて作っていくということで進めております。

直営の技術者がいるわけですから、役場の中には。できるものはやってもらうという中で、

事業を進めております。以上です。

東出委員長 ほかに。

竹田委員。

竹田委員 確かに前段申し話したように、構造計算だとかいろいろな難しいやはりトンネ

ルの上の駐車場ですから、いろんな部分があると思う。それはそれとして理解はします。

だけれども、そこの見晴台を作るのはそれまで一緒にやはり委託業者でなければだめだと
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いうことなのですか。

東出委員長 ほかに。

なければ、次に進みます。

まち課でもここ予算を持っていますので、その時点でまた。もしできれば建設課の皆さ

んにもまち課の時この部分で入ってもらうかもしれませんので、そういうふうな段取りを

していてください。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時57分

再開 午後2時00分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

若山課長。

若山建設水道課長 続きまして、施設・財産担当につきまして、ご説明したいと思います。

83ページをお開きください。3目 施設管理費です。今年度は全体で、2,707万円の減額

です。大きく変わったところを主体に説明させていただきます。4節 共済費と7節 賃金

は増額になっておりますけれども嘱託職員さん、総務のほうで所管している予算からうち

のほうの臨時職員が嘱託職員さんから臨時職員さん対応になるための分の増額です。

11節 需用費、前年度に比べまして、121万6,000円の減額です。消耗品につきましては、

前年度並みです。庁舎等修繕費は、135万円ほど減額です。本年度の予定している箇所は、

庁舎のボイラー、それからふるさとの森の遊具の補修、ほかは庁舎や各会館の修繕費とな

っております。燃料費、庁舎の重油、あるいは各施設の灯油・プロパン合わせて、543万9,

000円。前年度と比べて、50万円ほど減額です。これは、石油価格が下落したことによる

減です。

84ページをお開きください。光熱水費の中で電気料金は、110万円の増額です。これは、

電気料金の値上げ分となっております。公用車燃料費は28万円ほど減額、車検は今年度・

新年度に15台分、定期点検・小破修理、タイヤ等消耗品合わせて、517万円ほど見ており

ます。前年比、25万6,000円の減額です。12節 役務費は、これは全体として例年どおり

となっております。

85ページにいきまして、13節 委託料 2,121万の増額です。1番上のふるさとの森委託

料につきましては、ふるさとの森の芝桜植栽面積の増加の予定に伴うものです。5段目、

庁舎管理警備委託料 113万1,000円増額です。これは、新年度から休日の日直が廃止にな

る予定になっておりまして、それの委託料を計上しております。下から5行目、南北歩道

橋エスカレーター等保守点検委託料 271万2,000円は、南北歩道橋に現在エスカレーター

とエレベーターを設置しておりますけれどもこれの保守点検、エスカレーターは1年分と

エレベーターは3か月分計上しております。下から3行目の産業会館耐震診断委託料 390

万円円と、その下の釜谷生活改善センター移転改築実施設計委託料 1,300万円は、新規

で計上しております。ほかの保守点検につきましては、例年並みです。

86ページをお開きください。14節 使用料及び賃借料、前年度比16万1,000円の増額は、

高速道路通行料を新たに計上しております。15節 工事請負費、前年度比1,640万円ほど
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減額ですけれども、各町内会館のトイレ簡易水洗化工事、それと札苅活性化施設の補修工

事を計上しております。原材料費は前年度並みです。備品購入費 公用車購入 110万円

は、今年度軽トラックの購入予定としております。19節 負担金補助及び交付金、前年度

比 47万5,000円の増額です。 これは、下水道受益者負担金で旧中学校、それから観光交

流センター及び木古内駅駅舎に賦課されるものです。27節 公課費 25万4,000円の減額

です。車検を受ける15台分の重量税です。

続きまして、歳入です。39ページをお開きください。1目 総務費使用料、1節 会館使

用料、これは前年度と同額です。

43ページです。3目 衛生手数料、2節 畜犬手数料、前年度と同額となっております。

57ページ、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入、前年度比 419万円ほど増額

です。法人等建物が1件と、土地が19件です。増額の主な要因は、北電の工事関係者に貸

している旧中学校の敷地分の増額です。ほかは、例年どおりとなっております。

59ページをお開きください。1目 不動産売払収入、1節 土地等売払収入 1万円と、3

目 1節 物品売払収入は、科目出ししております。

71ページをお開きください。1目 4節 雑入、中段の自動販売機電気料 36万円は前年

並み。下から4行目、雇用保険繰替金 47万円のうち、5万3,000円は、雇用保険の本人負

担分です。下から2行目、森林組合電気使用料 12万円は、旧埋文事務所を使用している

森林組合からの収入を見込んでおります。以上が歳入です。よろしくご審議をお願いいた

します。

東出委員長 建設水道課所管の財産管理についての説明が終わりました。これより質疑を

受けたいと思います。

竹田委員。

竹田委員 まず86ページの工事請負費の中で、各会館のトイレ簡易水洗に改修するという

これについては、長年地域から要望があった部分が解消されるということで大変良かった

なと思っています。ただ、この同じ会館の中で85ページの各施設管理委託料、これについ

ては前年比同額の計上ですから昨年と同じ考えだという部分。これについては、管理料を

払う施設もあれば払わないボランティアの町内もあるということ。これについては、今後

に向けても要改善の検討をお願いしたいというふうに思います。

それと、同じく85ページの委託料で釜谷生活改善センターの移転改築の実施設計1,300万

円計上になっていますけれども、ここは場所がどこに建てるということは、漁港の入り口

に建てるということになったのかどうかという部分の確認。

それと、86ページの先ほどの工事請負費の中で、札苅の活性化施設の改修工事で300万円

計上になっていますけれども、単に泉沢・釜谷にも活性化施設があるのですよね。そこは

改修しなくても手をかけなくても大丈夫だということで、今回札苅だけなぜという部分も

ちょっと感じるものですから、その辺について答弁お願いします。

東出委員長 4点ですか。若山課長。

若山建設水道課長 1点目については、今後検討を重ねていくという理解でよろしかったで

しょうか。

85ページの釜谷の実施設計を計上させていただいておりますけれども、昨年の秋から冬

にかけて役員会に出席させていただきながら、そのあと説明会に私どもも出席させていた
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だいて、町内会さんのほうに改築について具体的に相談をはじめたところです。それで、

候補とすれば建物の建てる箇所とすれば現在地、あるいは漁港背後地、それから活性化施

設横のグラウンドが候補地かなということで相談したのですけれども、地元とすれば活性

化施設のほうについては、高台で普段の利用についてはちょっと厳しいので、そこはちょ

っと候補から外している中で、地元として総会でもって決めていきたいということで、私

どものスタンスとすれば地元が一番良い場所に建てていって、利用するかたが一番便利な

場所がいいということでした。それで、地元のほうとすれば現在地と漁港背後地と検討し

た中で、メリット・デメリットはいろいろあるのですけれども、漁港の背後地が地元とす

ると希望するということなものですから、我々はこの漁港の背後地の有効利用を図る中で、

今年度実施設計を行っていって、28年度に建物を建てていきたいというふうにい考えてお

ります。

86ページの札苅活性化施設300万円なのですけれども、これにつきましては札苅の活性化

施設につきましては、特に内側の壁・塗装等、あと窓等が破損している状況で、最低限こ

の補修を今年度行っていきたいと。同時に、泉沢のほうの活性化施設も確認しているので

すけれども、泉沢のほうにつきましてはそういう内部の補修等が特に札苅ほどひどくない

ものですから、現在のままある程度使用できるというふうに考えております。

釜谷の活性化施設につきましては、以前からお話しているとおり、以前芸術家のかたが

いた旧教室です。3部屋を避難所として整備しておりますので、釜谷については当面この体

制でいきたいというふうに考えております。

東出委員長 説明が終わりました。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございます。次に、進めさせていただきます。

次の課に移るまで、ちょっと暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時11分

再開 午後2時20分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、水道事業会計に入りたいと思います。説明を求めます。

若山課長。

若山建設水道課長 それでは、平成27年度水道事業会計につきまして、ご説明いたします。

はじめに、収益的収入及び支出から説明いたします。支出から説明しますので、23ページ

をお開きください。

1目 原水及び浄水費、予算の主なものにつきましては、浄水場の維持管理等に要する

経費となっています。節の予定額におきまして、次のページにいきますけれども動力費、

送水ポンプ用電力料として94万円ほど増額し、517万2,000円となっておりますが、これは

電気料の値上げによるものです。このほかは、昨年とほぼ同額となっております。2目

配水及び給水費、25ページから26ページになります。主なものは、技術担当職員2名の人

件費及び漏水調査委託料や、配水管等の維持管理経費です。節の予定額につきましては昨
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年に比べ、人件費と委託料が減額、ほかはほぼ同額となっております。次に、3目 総係

費、27ページから29ページです。主なものは、担当職員3名分の人件費です。節の予定額

につきまして、人件費と賃借料を除いては昨年とほぼ同額になっております。他の節の予

定額につきましても、ほぼ同じです。4目 減価償却費は、前年度と比べ520万円の増額で

す。次に、5目 資産減耗費です。200万3,000円の増額です。

続きまして、30ページです。その他営業費用は、前年度と同額です。次に営業外費用に

いきまして、1目 支払利息は50万2,000円の減額です。企業債利息は、財政融資資金・地

方公共団体金融機構の償還利息です。借入利息につきましては、前年度並みです。

31ページをお開きください。繰延勘定償却、控除対象外消費税償却として51万9,000円

です。雑支出、支出は前年度と同額です。消費税につきましては、本年度予定額 670万

円で、32万6,000円の増額です。1目 過年度損益修正損、32ページです。本年度は10万円、

前年度と比べて320万円ほど減額しておりますけれども、この科目につきましては会計制

度の改正後に、平成26年度のみ6月に支払う手当のうち、平成25年度で引き当てるべき4か

月分を過年度損益修正損として計上して、6月の手当を支払う時にこの科目から支出して

おります。今年度からは、従前どおりとなります。

32ページ、1目 予備費、前年度と同額です。

続きまして、収入です。19ページをお開きください。1目 給水収益、前年度と比べ230

万円ほど減額予算となっております。2,364件で計上しております。

20ページをお開きください。2目 その他の営業収益 2万6,000円の増は、消火栓が4基

増えた分です。これは、冷水線1基と吉堀地区に3基を設置しております。

21ページをお開きください。1目 受取利息及び配当金、前年度と同額です。2目 他会

計負担金は、615万9,000円の減額で、一般会計からの負担金です。3目 長期前受金戻入、

前年度より468万6,000円の増ですが、会計制度によって26年度に設けた科目です。なお、

この長期前受金戻入は、現金を伴わない収入です。4目 雑収益、本年度予定額 1,000円

です。収益的収入及び支出の説明は以上です。

東出委員長 説明が終わりました。収入支出の部分についての説明を受けましたので、質

疑を受けたいと思います。どなたかございませんか。

竹田委員。

竹田委員 1点、26ページの修繕費で180万円の予算計上をしています。去年から見れば20

万円ほど増えているのですけれども、やはり施設の老朽化に伴う例えば修繕費に関わる部

分がどんどんというか増えてくるだろうというふうに思うのですけれども、今年度からい

ままでの大川地区・瓜谷地区の飲雑用水等も接続になったということからすれば、この修

繕費がもう少し多くても良かったのかなという気もしますし、また何事もなくてこの範囲

内で収まるのかなというそういう思い等もありますから、その辺飲雑を接続した工事状況

と勘案しながら、そんな大きなトラブルはないだろうというふうに見ているのかどうなの

かということをちょっとお聞かせください。

東出委員長 修繕費についての質問でございます。

若山課長。

若山建設水道課長 委員おっしゃるように、前年度160万円に対して今年度180万円の予算

をお願いしているところです。おっしゃられるように、吉堀飲雑用水の統合工事を現在行
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っておりまして、いまは接続に対して慎重に水道機能がはたすように接続の切り替えを徐

々に行っておりますけれども、新年度に入ってからも多少の不足の事態を想定されますの

で、それの予測の中で20万円増額していただいたところです。

東出委員長 それでは、次に資本勘定の収入及び支出についての説明を求めます。

若山課長。

若山建設水道課長 続きまして、資本的収入及び支出について説明いたします。支出から

です。35ページをお開きください。合わせまして資料番号2、平成27年度予算説明資料の7

1ページから75ページも合わせてご参照ください。

資本的支出は前年度と比べ、2,859万7,000円の減額となっております。1目 営業設備

費 メーターｰ購入費ですが、計量法に基づき8年経過したものの取替及び故障対応分です。

購入個数は、236個を予定しております。資料72ページに、主な取替範囲であります泉沢

・本町地区を明示しております。工事請負費 148万円は、このメーター購入分の工事を

予定しております。続きまして、2目 配水管移設費で、これは函館江差自動車道建設に

伴う水道管移設工事を幸連地区と大平地区で予定しております。資料71、73、74ページに、

事業内容と平面図を記載しております。続いて、次に3目 施設改良費です。本年度予定

額 489万5,000円、これは木古内浄水場急速攪拌翼他更新工事です。資料の75ページに、

この攪拌翼の略図を記載しております。続きまして、1目 企業債償還金、3,921万1,000

円です。続きまして、1目 節 予備費 5万円は前年度と同額です。

収入に入らせていただきます。33ページです。

資本的収入、前年度に比べ2,820万円の減額となっております。1目 企業債、これは80

0万円で前年度と比べ減額となっておりますけれども、函館江差自動車道建設に伴う水道

管移設事業としての800万円となっております。1目 工事負担金、これも減額となってお

りますけれども、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工事負担金として開発局から負

担金としていただくものです。

資本的収入額 1,320万円が資本的支出額 6,363万5,000に対し、不足する額 5,043万

5,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填します。

水道会計については以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

東出委員長 資本勘定の説明が終わりました。これより質疑を受けます。

又地委員。

又地委員 攪拌翼の図面を見ても私たちはわからないので、ちょっと教えてください。攪

拌翼というのは、どういう働きをしているとかということを。

東出委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 申し訳ありません。資料のほうは場所ということで、浄水場全体のシス

テムの中で、だいたいどの辺かということだけはお示ししたのですけれども、この図面で

いきますと左側から水源のほうから水が流れてきまして、各薬品注入設備とそれからその

次に砂濾過を経由して、最終的に滅菌して水道水になるというシステムになっているので

すけれども。今回、攪拌翼の場所ということで、一番最初に浄水場に入ってきて、河川の

濁度が高度によって上がってきた場合に、薬品がまず最初に入ってその際に高速で攪拌し

て、薬品と集水した河川水を混ぜる装置があるのです。そちらのほうが老朽化のほうでだ

いぶ著しくいつ壊れてもおかしくないような状況になってきておりますので、今回この場
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所の攪拌翼の更新をお願いしました。

東出委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 なければ、水道事業会計はこれで終わりたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時32分

再開 午後2時32分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

下水道特別事業会計の予算説明をお願いいたします。

若山課長。

若山建設水道課長 それでは、平成27年度木古内町下水道事業特別会計予算について、ご

説明いたします。

今年度の予算の歳入歳出の総額は、それぞれ2億2,500万9,000円で、578万4,000増額の

予算となっております。主な要因としましては、駅前通雨水管渠整備の完成に伴う事業費

の減額はあるものの、人件費や公債費による増額もあり、最終的には578万4,000円の増額

となっております。

それでは、歳出から説明させていただきます。19ページから20ページをお開きください。

1目 一般管理費、前年度対比 559万1,000円の増額となっておりますが、これは職員

配置が嘱託員から職員の配置に伴った増額となっております。19節 負担金補助及び交付

金、27節 公課費につきましては、昨年とほぼ同額です。

次に20ページにいきまして、クリーンセンター費です。予算内容につきましては、クリ

ーンセンターの維持管理に要する経費です。11節 需用費は、240万円ほど増額しており

ますが、薬品費のうち脱臭活性炭の交換及び、それと電気料の増額が要因です。13節 委

託料は、95万5,000円の増額ですが、これは処理汚泥量の増加に伴う収集運搬費、処分費

の増です。12節 役務費、14節 使用料及び賃借料は、昨年とほぼ同額です。また、18節

で今年度、備品購入費 6万7,000円を設けておりますが、処理場内の消火器の耐用年数切

れに伴う交換費用です。

次に、22ページをお開きください。1目 施設整備費、これは工事請負費において1,000

万円ほど減額になっておりますけれども、駅前通雨水管渠新設工事が今年度で完了予定と

いうことです。それと9節 11節は、前年並み。今年度は汚水管渠整備費としましては、1

5節の工事請負費で5,286万円、それと下水道事業全体計画の見直し費用として13節 委託

料で890万円を計上しております。事業予定につきましては、資料番号2、平成27年度予算

説明資料の76ページ・77ページに内容と箇所図を掲載しております。

次に、23ページをお開きください。1目 元金、長期債元金償還金となっております。2

目 利子、記載のとおりであります。

次に、24ページをお開きください。1目 過誤納還付金は、前年度と同額です。

続きまして、歳入です。

9ページをお開きください。1目 受益者負担金 125万5,000円の増額で、内訳は1節
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現年度分で736万1,000円、2節 滞納繰越分で18万円となっております。

次に、10ページをお開きください。1目 下水道使用料で、前年度対比 165万8,000円

の増額です。1節 現年度分で、2,677万2,000円の使用料を計上しておりますけれども、

前年実績及び平成27年度新規接続見込戸数をもとに積算しております。

次に、11ページです。1目 1節 排水設備工事業者登録手数料、本年度予算額 2万円、

2件を予定しております。2目 督促手数料、3目 排水設備工事手数料は、前年度と同額

です。

次に、12ページをお開きください。1目 下水道費補助金、1節 下水道事業費交付金

社会資本整備総合交付金として、本年度予算額 2,900万円、事業費の2分の1の補助とな

っております。

次に、13ページです。1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金で、1,187万5,000円の

増額です。

14ページから16ページにつきましては、科目出しとなっております。

17ページです。1目 1節 下水道事業債、前年度対比 390万円の減額となっています。

下水道特別会計については、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

東出委員長 下水道事業の歳出歳入の説明が終わりました。これより質疑を受けたいと思

います。

吉田委員。

吉田委員 下水道の関係の施設費22ページ、委託料で890万円を公共下水道事業全体計画

策定業務委託、これが今年度予算に計上されているのですが、これは大体全体計画の策定

業務なので中身的にどういうことを今度するのか、ちょっとこの中身について教えていた

だきたいなと思います。

東出委員長 岩本主査。

岩本主査 ただいまのお尋ねですが、13節 委託料で890万円の計上をさせていただいて

おります。内容といたしましては、過年からお話になっています全体計画の区域の話。札

苅・泉沢・釜谷を含め、いま現下水道区域以外のところも含めて、どのような方策を採っ

ていくのかという検討プラス全体のフレームと言いますか1人あたりの汚水量とかそうい

う量も実際平成12年の計画からどれくらい動いて、実際と即しているのかどうなのかとい

う検証も行いながら、最終的な流入水量の想定をして、それに伴う処理場の施設がいまの

現施設で大丈夫なのかどうかという検討も合わせて行っていきたいとそのような内容にな

っております。以上です。

東出委員長 吉田委員。

吉田委員 定期的に今度やっていくのだと思うのですけれども、実際こういうのって委託

しなければならないものなのでしょうか。町内で何とか検討という感じはならないのです

か。その辺できなければできないでいいのですけれども、どうしてもこれ。定期的にそう

したらこのぐらいの金額をかけてまた全体の見直しとやっていくのですか。その辺ちょっ

と見えないのでもう一度お願いします。

東出委員長 岩本主査。

岩本主査 今回のこの委託料の中の大部分は、区域の見直しが下水道区域をどうしていく

かという内容が主でして、これは実際先ほどのフレームの見直しの話は、もっと事業費は
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落ちていくと。それは、タイミング的にどれぐらいで一度行うのがベストなのかというの

は、今後ちょっと人口等も含めてそれなりの情勢が動いてきた段階で、または町都市計画

のマスタープランの見直しだとかそういったタイミングを見て、この下水道事業も合わせ

て委託のほうを見直していきたいとそのように考えております。

東出委員長 又地委員。

又地委員 見直しの話が出ました。それで、10年くらいずつかな計画を見直しするという

中で、平成28年に釜谷の生活改善センターが漁港の背後地に建てることに計画していると

いう中で、担当のほうに例えば釜谷の生活改善センターの改修に伴っての例えば水洗化だ

とかかそういう話がいっているのかどうか。私は、釜谷まで従来の計画は本町までもって

くるという計画だったと。だけれども、もう何十年先が見えないという中で、生活改善セ

ンターを背後地に建てるという時に、28年に建てるわけです。そうしたら、これは直接下

水あなたのほうに関係ないのかわからないけれども、総体の構想として何十年後になるか

わからない釜谷の水洗化です。それを例えば生活改善センターが新築になる時期に合わせ

てというか、漁村集落だとかでやるだとか事業変更ができないのかどうか、水洗化。これ

は、建設水道課の一課の検討ではないと思う。これはやはり行政として、振興計画の練り

直し等々を考えれば、すごいいい機会ではないのかなというふうにも考えるのですよ。せ

っかく28年に生活改善センターを改築すると。漁港の入り口まで決まっているわけです。

そういうことを考えれば、例えば人口もどんどん減っていく中で、何とか早い時期に釜谷

を水洗化まで持って行けるとしたら、漁村集落みたいなことでやっていこうという考えが

先行してくるのではないのかなと思うのだけれども。その辺担当課に聞いていいのか、あ

るいは副町長もいるのでその辺ちょっと聞いておきます。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 下水道につきましては、平成17年度から共用開始しておりまして、最

初の計画を練ったのが11年・12年です。それで、平成21年前後に一度全体計画の見直しを

図った中で、それでその10年間の中でエリアとして足したり引いたりしながら、それがい

ま現在の計画が進んでいます。その時点で実は札苅方面についても一旦、計画の見直しに

ついて議論にはなったのですけれども、当初の計画からまだ10年しか経っていない中で、

その時の時点でも札苅までは管渠で迎えにいったほうが事業費的には効果があるというそ

の当時の判断もありました。その時点ではまだ本町地区が整備になっていませんでしたの

で、当初の計画は釜谷方面まで残した計画にしておりました。それで今後この計画の見直

しにあたっては、いま現在も31年・32年くらいまでまだ港団地から大平その付近まで計画

で残りますから、その以降の札苅方面についてはどうあるべきか。委員おっしゃられるよ

うに、管渠で迎えにいくのが効果なのか。それとも、その地区地区で例えば浄化槽を作る

ですとか個別に補助をするとか、その辺の考えを今後検討していけばならないなというふ

うに判断しております。釜谷の生活改善センターの改築につきましては、当然いまの下水

道では管渠では迎えには行けないわけですから、当然建物ですからその時点の合併浄化槽

になるかと思います。将来、下水道の施設管渠で迎えに行く、あるいは集落排水ができる

とした中では、その時点でその建築の時に作った浄化槽からその下水施設に接続するとい

うような考えになっていこうかと思います。

東出委員長 又地委員。
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又地委員 いま生活改善センターそのものは、例えば漁港の入り口だから建てて、例えば

浄化槽を外に設ければいい。それはそれでいい。ただ、釜谷の住民全体のことを考えた時

の話を言っているのです。だから良い機会ではないのかなと。生活改善センターに浄化槽

は作るかもわからないけれども、何か良い方法を考えるべきではないのかなということを

言っているのです。その辺の見解というのは、担当課だけではできない。これはやはり財

政も絡むことだからいろいろ。その辺の検討を振興計画をどうするかと。それはわかりま

す。だって将来、いま考えたってうちの町内会までくるのに31年、32年です。そうしたら

これからまだまだ、札苅にいくたってまだある。その次、泉沢・釜谷だ。私達の時代でな

くなる。そういうことを考えれば、せっかくの生活改善センターを建てる地域に合わせた

取り組みが釜谷の地域の住民のことを考えればできないのかなということを言っているの

です。できないならできないでいいけれども。

東出委員長 新井田委員。

新井田委員 関連になります。いまたまたま吉田委員のほうからそういう話が出ましたけ

れども、いま思うとやはりこの金額というのは、何かちょっと私はこの辺でいう痛ましい

金額ではないかと。なぜならば、やはりいま又地委員のほうからも言われたように、何十

年先なのですよ、我々釜谷・泉沢というのは。そういう中で、定期的にこういう総合会議

を持つのだということが何も見えているわけです、私から言わせると。持たなくてもいい

だろうと。いま言ったように、何かできた時にそういうことをその時に考えればいいので

はないかと。そんなふうに思うのです。できないことはできないでいいと思うのですよ。

何十年先を見据えることも大事だと思うのですけれども、こういうお金を使ってまして一

般財源も入っているわけですから。そういう部分の解釈でいくならば、何か非常にやはり

言葉が先を見据えたというような部分では、あるいは泉沢・釜谷・札苅云々ということで、

言うならばもっともらしい文言になるのですけれども。でもはたしていま言ったように、

我々が生きているとかそういう中での見解になる。そしてなお且つ、どんどんどんどんい

わゆる人口減含めてそういう状況の中で、はたしていまの下水道とかでこの構想が適当な

のかというのは非常に疑問ですし、ならばいま言ったように施設ができたと。入れ替えで

できた時に、では我が町としてどう考えればいいとそういう部分。そういう方向付けのほ

うがうんと効率がいいですし、お金もかからないですし。何か先の見えないことにこうい

うお金を使うというのは、非常に私はどうなのかなとそんなふうに感じますけれども、そ

の辺ちょっと答弁お願いします。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 先ほど岩本のほうから申し上げましたとおり、今後の計画を見直すに

おいても、当時の計画に対して現状がどうであったかというような洗い出しからはじまっ

て、今後どういうふうに人口の推移を見極めながら、都市計画マスタープランとの整合を

図りながら、等々の検証をしながら、先のことを計画を練り直していかなければならない

ということで、ここについてはそういう何というのですか。毎年こういう練り直しという

わけではなくて、数年かけて検証しながらこれを行っていきたいというふうに思っていま

す。それで、先ほど又地委員からもおっしゃられたように、今後釜谷地区をどうするとか

泉沢地区をどうするかということも今回のこの計画の見直しの中で、あり方についてこの

計画の中で検討してまいりたいというふうに思っております。
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東出委員長 笠井委員。

笠井委員 釜谷地区・泉沢地区の生活改善センター何かは、例えば築港の側でいいのです

か。いま3.11来るのですよ。もしああいう事故があったらどうするのですか。ああいうと

ころにみんな建てても誰が死んでも誰も責任取らないようにですか。釜谷地区や泉沢地区

の人はそれでいいのですか。それならあまりかわいそうではないですか。それより安全な

高台に持っていったほうがいいのではないですか。以上です。

東出委員長 ただ、私もこの部分についてちょっと言いたいのは、いまこの新幹線事業も

もうほとんど来年度以降なくなるわけですよね。そうすると公共事業もなくなるので、い

ままでだいたい下水道事業といえば年間5,000万円くらいの事業ですよね。地元企業の育

成等を考えれば、町長いわくはこの事業に1億くらい投資していきたいという思いはこれ

ありましたよね。これ事実ですよね。そうするとやはりこの辺の策定業務をやる中で、い

まの倍以上の仕事をさせようという思いもこれも含まれているのかな。含まれていると思

うのだけれども、策定業務をやってこの結果というのはいつ頃これ出てくるのですか。事

業規模も増やしていくという考えも町長は持っているのだけれども、その辺含めてどうな

のですか。そういうのも描いての計画策定業務なのか、見直し業務なのか。

岩本主査。

岩本主査 この業務委託の中で、当然区域が決まれば概算事業費というのが出ます。それ

に対して、例えば平成30何年から年間5,000万ではなくて、1億それなりの事業費を付けて

いくとなれば、平成30何年完了見込みというそういう数字も出てきます。今回の業務委託

では、そのような内容も含めて行っていきたいと考えております。

東出委員長 これは単年度で計画を作るのでしょう、今年度で。

岩本主査。

岩本主査 この27年で委託業務を受けて、報告したいと思っております。

東出委員長 若山課長。

若山建設水道課長 先ほどの笠井委員のご質問だったと思いますけれども、釜谷の生活改

善センターにつきましては、私どもも地震の心配というのも実はあるものですから、その

辺も含めて地元のほうに説明会の中で説明させていただいたのですけれども、今回の釜谷

地区の住民のための生活改善センターにつきましては、やはり現在の活性化施設に避難所

としての部屋を改装しておりますけれども、地震の時津波の時にはそちらに行くのだと。

ただし、普段の活動・町内会の活動、あるいはお祭り等をいちいち高いところに行くとい

うのは、もうちょっと高齢の者の中では厳しいのだというお話が主要を占めておりまして、

ですので津波・地震等の際は、このいま建てる施設については、くれぐれもここには避難

所にはなりませんよということを前置きしながら、この建設にあたっていくというふうな

説明をしております。

東出委員長 ほか。

福嶋副委員長。

福嶋副委員長 ことし下水道、いま中森商店のほうまできまして、あそこから今年度前浜

団地の丸印になっているのですけれども、この図面を見ると大平団地までいかないのです

か。

それともう一つは、私は先ほどの説明の中で前浜団地の中にある浄化槽、あそこに駐車
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場にすれば5、6台おけるスペースがあるのですよね。それを前から言ったことあるのだけ

れども、下水道をつなぐのにあそこをやらなければ10年以上ならなければ補助金を返さな

ければならないと。それでできないのだということで、12年までできたことだからもう13

年、14年経ったか。それでこれによると、この丸印がどうも電話局のところから大瀬の家

までいく、または大森アパート、そして前浜団地。それでこれを見ると、大平団地の30戸

までいかないのですか。ちょっとその辺教えてください。

東出委員長 資料説明、77ページの図面についての説明を求めます。

岩本主査。

岩本主査 福嶋委員さんからのお尋ねでございます。大平団地までは、今回平成27年度の

事業ではいきません。住宅の長寿命化計画とリンクしながら、平成28年度の整備を目指し

ていまおいております。以上です。

東出委員長 そのほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 それでは、ないようでございますので、下水道事業の予算説明はこれで終了

いたします。これで全て、建設水道課に関わる説明は全部終わりました。

どうもご苦労様でした。

以上をもちまして、建設水道課の審査を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時56分

再開 午後2時58分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

以上をもちまして、建設水道課の審査を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時58分

再開 午後3時11分

（5）町民税務課（一般会計・国保事業特会・後期高齢者医療特会）

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

町民税務課の皆さん、どうもご苦労様でございます。

早速、町民税務課の住民係から審査に入りたいと思いますので、説明を求めます。

それでは、大瀬課長よろしくお願いいたします。

大瀬町民税務課長 よろしくお願いいたします。

それでは、歳出よりご説明を申し上げます。87ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、4目 交通安全対策費、本年度予算額 406万円です。
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前年度が637万1,000円ですので、約230万円ほど少なくなってございます。減額の要因は、

昨年は交通安全指導車の新規購入ということで、230万円計上させていただきました。以

下、11節の需用費、19節の負担金については、前年度とほぼ同額でございます。

続きまして、112ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、8目 住民運動費 今年度の予算が977万5,000です。1

節から19節まで、前年度とほぼ同額の計上をしてございます。

続きまして、118ページをお願いいたします。

3款 民生費、3項 災害救助費、1目 災害救助費 35万円、これは前年度と同額でご

ざいます。

続きまして、122ページをお願いします。

環境衛生費で、火葬場の関係の費用となっております。説明資料は12ページの下段に、

木古内町と知内町両町の火葬場の利用状況を表してございます。ご参照いただきたいと思

います。4款 衛生費、1項 保健衛生費、3目 環境衛生費 1,325万4,000円の計上をし

てございます。昨年は1,344万4,000円でございます。ほぼ前年度と同額でございますけれ

ども、11節 需用費、13節 委託料、15節 工事請負費について、若干説明をさせていた

だきます。4節 共済費、7節 賃金、9節 旅費は、前年度とほぼ同額でございます。11

節 需用費ですが、燃料費、電気料、水道料、消耗品は前年度とほぼ同額でございます。

増額となっているのは、1号の釜の炉内のセラミック張替が47万6,000円、それから運台の

修繕が42万7,000円、増額となってございます。12節 役務費については、前年度とほぼ

同額でございます。13節 委託料 108万円、前年度が129万6,000円でございますけれど

も、昨年は安行苑の周辺環境整備委託料で85万円でしたけれども、今年度は安行苑前庭の

松、桜等の剪定や雑木等の伐採委託料として63万8,000円ほど新しく組んでございます。1

4節 使用料及び賃借料は、前年度と同額で、15節 工事請負費、これは駐車場の補修工

事でございます。これは、白線を付けてということで、250万円新しく計上してございま

す。平成26年度は、安行苑の補修工事として120万円、これは様式トイレの取り替え、玄

関前のタイルの張り替え、ひさし防水、ホームタンク取り替え等でございましたけれども、

今年度は新しく舗装をするということでございます。19節 負担金補助及び交付金 91万

円、これは環境監視センターの負担金ということで、昨年度とほぼ同額の計上でございま

す。

続きまして、125ページをお願いいたします。

清掃関係の費用となります。説明資料は、11ページから15ページです。11ページは、平

成21年度から平成25年度までのごみの収集量の推移です。12ページは、屎尿収集量の推移、

下段は火葬場の利用状況となってございます。13ページは、渡島廃棄物処理広域連合・西

部広域事務組合負担金の推移となっております。14ページはごみ袋の収入、作成費の内訳

です。15ページは、販売にかかる委託料一覧となっておりますのでご参照お願いしたいと

思います。4款 衛生費、2項 清掃費、1目 清掃総務費 1億7,189万8,000円、前年度が

1億4,422万円で、約3,000万円ほどの増額となってございます。これは、9節 旅費につい

ては前年度と同額ですが、11節 需用費、消耗品、ごみ分別のカレンダーは同額でござい

ます。ごみ作成費が319万8,000円と、若干20万円ほど伸びてございます。19節 負担金補

助及び交付金が1億6,855万1,000円、前年度と比較して2,725万1,000円ほど増額となって
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ございます。渡島西部広域事務組合負担金が今年度より2,731万4,000円増となってござい

ます。増額の要因は、旧し尿施設解体工事とストックヤードの設計委託料が増額の要因と

なってございます。渡島廃棄物処理広域連合負担金については、96万3,000円ほど減額と

なってございます。生ごみ堆肥化容器等の購入補助金は、前年度から8万円ほど減額とな

ってございます。

続きまして、125ページです。

3,724万8,000円、前年度が3,658万4,000円でほぼ同額でございます。4款 衛生費、2項

清掃費、2目 ごみ処理費 3,724万8,000円です。11節 需用費は前年度と同額、12節

役務費は、前年度と比較して8,000円の減となってございます。役務費については、不

法投棄等されたテレビ・冷蔵庫等電化製品の処分料となっております。13節 委託料 3,

710万7,000円、前年度より67万2,000円ほど増となってございます。主な理由は、収集委

託料の中の作業員の労務単価の上昇、また指定ごみ袋の販売委託手数料の一律10％に改正

する部分で、15万7,000円の増額となってございます。

東出委員長 ページ数が飛んでおりますので、歳出で一旦切ります。

住民係の歳出についての質問を受けたいと思います。

ありませんか。竹田委員。

竹田委員 122ページの環境衛生で安行苑の施設の整備の関係で、ちょっとお尋ねします。

いま産業会館庁舎含めて風除湿が工事しています。公民館も自動ドア整備になった。産業

会館もさらに風除湿を付けて、暖房の管理含めた部分でのそこにも自動ドア整備2枚付く。

やはり安行苑もこれ単町で経営しているわけではない。知内と共同の施設であるし、一度

はお世話にならなければならない施設であるし、やはりここも産業会館庁舎だけではなく、

安行苑も。今年度は無理にしても、次年度はやはり自動ドアにするだとかそういうやはり

考えなり、そういう検討というのはできないのかどうなのかという部分がまず1点。

それから、125ページの渡島西部広域事務組合の負担金2,700万円ほど旧施設の解体、あ

るいはストックヤードの新設のために負担金が増えるのだと。それであれば、ここちょっ

と内訳を付けてもらわないと。例えば資料の13ページ、負担金の推移が何年か掲載になっ

ていますけれども、単純に見れば去年から見れば2,700万円増えるというふうな部分にし

か数字だけ見れば見えないものですから、実際はごみ・し尿含めてだんだん減量になって

きていっている。まだ極端な数字ではないけれども、この排出量によって負担金が変わっ

てくるわけですから、そういう例えば統計を取るにしても、やはりこういう一つの特別な

要素があれば、別に特別枠で2,700万円が増えたというのはわかるような例えばこういう

資料にしてもらわないと。我々何かあった時に随分推移が、本来であれば負担金が減少し

てきてもいいだろうと思っているやつがボンと上がっているだとかというふうになるもの

ですから、この資料を作る時にはっきりここに書いているように、当初と確定と2段書き

していますから、当初の考えの部分ではこうだという部分に、やはり整理した資料作りを

すべきだろうというふうに思いますので、その辺含めて答弁願います。

東出委員長 2点について。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 安行苑の関係は、建設水道課の建築担当のほうと話をしまして、どの

くらいかかるのかということで相談してみたいと思います。いま25年・26年度でかなり外
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部的な部分だとか改善させていただいてはいますけれども、確かにご指摘のとおり、建物

もかなり古くなっていますので、そういう部分については知内のほうとも話をして、秋ま

でに結論を出していきたいというように考えております。

ストックヤードとセンターの関係については、表を1枚いただいているだけの分なので

すけれども、もしそれでよければいまあとからでも皆さんのほうに提供したいと思います

けれども。まだうちのほうで作った資料で、予算計上するために作った表となっておりま

す。それでよろしければ提供ということで。そのほかの細かい部分については、西部事務

組合のほうとも話をして取り寄せるなりをするような形になるものですから、若干時間を

いただきたいと思います。以上です。

東出委員長 それでは、資料要求をしておきます。今予算委員会中に提出してください。

そのほか。

新井田委員。

新井田委員 竹田委員とちょっと重なる部分があります。安行苑のところでちょっと要望

に近いと思うのですけれども。この資料を見ますと、やはり170何回ということでいわゆ

る2日に一遍くらいの稼働をして、それのいわゆる使用料があるわけですけれども。私何

回かあまり行くことはなかったのですけれども、安行苑のほうに行っている経緯はあるの

ですけれども、特に冬場なのですけれども、かなり雪がことしは雪がすくないということ

で、雪が多い年は非常に出入口のものすごいかぶさっているのですよね。なお且つそうい

う部分を見ていても、「私知らない」と言ったらそれまでなんだろうけれども、担当の中

にいるかたがあまり処置をされていないと。非常に恐ろしいぐらいかぶさっている部分が

あるので、ああいう部分というのはこれから知内さんといろいろ改修の部分では揉むケー

スはあるのでしょうけれども、そういう部分を含めてやはりご検討いただきたいと。使う

ほうの身に立ってみれば、非常に万が一何かあった時には、非常にやはり大変なことにな

るということも含めて、配慮いただきたいということでお願いします。

東出委員長 竹田委員。

竹田委員 いまの関連で、ことし駐車場の整備します。たぶん新井田委員も自分も一緒だ

と思うのですけれども、町道入ってきてこういう入りをしなければならない。ですから、

町道入ってきたらそのままスッとこう。道道の線形だとか勾配も多少あるのですけれども、

その辺うまくこう行って入ってまた入るのではなくて、行ったらすぐ曲がって駐車場に入

れるような道路の線形にならないのかどうなのかという。そういうふうにできないかどう

か。それはここで結論ではなくて技術屋さんと協議をして。

東出委員長 要望です。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 線形改良は、若干お金がかかると思うのです。それで、建設水道課の

ほうと相談して、これも先ほどもご指摘があったとおりと同じで、知内町とも相談してち

ょっとしたいと思います。

除雪の関係については、ご指摘のとおり火葬になる時はなるべく建設水道課のほうにお

願いをしていますけれども、十分配意して進めてみたいと思います。

出入口のところについては、いままで平らでそこに雪が付いて凍っていたのを屋根をか

ぶせて丸くしたので、入り口はいま何とか雪は取れるにはなったと思いますけれども、そ
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の辺また十分建設水道課と話をして対応してみたいと思います。

東出委員長 ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 なければ、住民係の歳入に入ってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、歳入について説明させていただきます。

39ページをお開きいただきたいと思います。説明資料は4ページとなってございます。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、2目 衛生費使用料、1節 保健衛生使用料 1

65万円の計上でございます。木古内町・知内町の安行苑使用料で、平成25年度の実績によ

る増額としております。

43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、

1節 保健衛生手数料 778万1,000円、昨年度が822万7,000円ですので、44万6,000円の減

額となってございます。し尿浄化槽清掃・一般廃棄物処理許可書発行に伴う手数料は、前

年度より6,000円ほど減額になってございます。ごみ手数料については、今年度の実績を

見込んで考慮してございます。

48ページをお開きください。13款 国庫補助金、3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、

1節 総務費委託金 22万5,000円のうち、一番下の地域人権啓発活動活性化事業交付金

4万4,000円、これは人権活動に向けた取り組みで、花いっぱい運動の花の種の購入に充当

してございます。

続きまして、51ページをお願いいたします。14款 道支出金、2項 道補助金、1目 民生

費補助金、1節 社会福祉費補助金の消費者行政活性化事業補助金 30万円です。前年度

より、8万円ほど少なくなってございます。

続いて、54ページをお願いいたします。14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費

委託金、1節 総務費委託金の道公害防止委託金 1万5,000円、前年度と同額でございま

す。同じく、3項 道委託金、2目 衛生費委託金、1節 保健衛生費委託金 浄化槽設置

事業事務委託金 6,000円、前年度より5,000円ほど少なくなってございます。

69ページをお願いいたします。19款 諸収入、4項 受託事業収入、2目 衛生費受託事

業収入、1節 安行苑使用受託収入 562万2,000円、前年度より33万3,000円ほど少なくな

ってございます。安行苑の運営費知内町負担分で、安行苑運営経費の減に伴い、知内町の

按分割合は、人口割50％、利用割45％で予算計上してございます。

70ページから71ページとなります。19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節 雑入

雇用保険繰替金 47万円中、安行苑の管理人に2名分、本人負担分額2万2,000円が入っ

てございます。以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。

東出委員長 歳入の説明が終わりました。質疑はありますか。

竹田委員。

竹田委員 委員長、ちょっと歳出の部分で聞き漏らした部分があるのですけれども、よろ

しいでしょうか。

東出委員長 お許しいたします。

竹田委員。

竹田委員 112ページの住民運動、この中で防犯灯料金の補助がありますけれども、これ
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は町内会とすれば、大変町が全額補助しているということで大変助かっています。ただ、

これの事務的な手法について改善ができないかと。いま町内会とすれば四半期毎に請求を

して、そして領収書というか口座の引き落としの確認をする通帳をコピーして一括、年4

回やらなければならない。そして、決定通知が町のほうで出すという。そして、四半期毎

にそれぞれの町内に支払をしていると。やはりこれを事務的な部分の効率を図るためには、

これいま全額町費負担ですから、各町内会ではなくていままで町内会に来ている請求を町

に受けて町が一括支払いすれば、毎月の例えば支払・支出だけを北電さんに支払えば事は

済むであろうと思うのですけれども、ただそれが簡単にいくのかどうなのか。それがもし

可能だとすればどうすればできるかということで、そうすれば町内会としてもその手間が

いらないということになるわけですから、その辺について検討していただけるかどうか。

それと需用費で花いっぱい運動、これ長年花いっぱい運動で環境美化ということで、運

動を展開しています。正直に言って、この花いっぱい運動も確かに綺麗な花が咲いている

時は、「すごいな」と旅から来た人も喜んでいただける。それこそおもてなしというかお

迎えの誠心で良いことなのですけれども、正直に言って各町内会、我々みたいな小さな町

内会からすれば、町内会のスタッフの高齢化。結構大変なのですよ、植栽、草取り。大き

な町内会の場合は、人手というか手もあるからいいのですけれども、その辺についての検

討。

それと、やはり新幹線が止まる駅としての環境美化としてのやはり年に1回は「ごみゼ

ロの日」という。例えばどういう触れ込みにするかわからないけれども、やはり町民一斉

に清掃活動をする。道路の清掃を含めて、駅前だけにするのかどこまでするかそれぞれの

地域でやるかというのは別にして、やはりそういう部分の取り組みもどこかで声を出さな

いと。行政が音頭を取ればいいのか、地域からの発想がいいのかという部分含めて、やは

りやるべきだろうというふうに思うのです。この辺について、見解を。

東出委員長 検討課題があるそうでございますので。要望だそうです。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時35分

再開 午後3時37分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

戸籍係の予算審査に入りたいと思いますので、担当課長説明を求めます。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 戸籍関係の予算を説明させていただきます。

95ページをお開きください。歳出でございます。

2款 総務費、 3項 1目 戸籍住民基本台帳費、目の計ですが今年度は645万1,000円で、

昨年度6,779万6,000円、昨年度と比較しまして6,134万5,000円ほど少なくなってございま

す。これは、戸籍電算化委託事業が終了したものでございます。9節の旅費から12節 役務

費は、前年度とほぼ同額でございます。13節 委託料が、161万7,000円ほど増額となって

ございます。これは、戸籍システム保守委託料について、平成26年度の導入年は6か月間無

償でありましたが、平成27年度からは12月か月分の支払いとなったために、増額となりま
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した。14節 使用料及び賃借料は、前年と同額でございます。18節 備品購入費 113万6,

000円でございます。これは、新設です。住基ネット統合端末タッチパネルが20万円、これ

は平成28年度スタートするマイナンバー制度に伴い、公的個人認証機器が住基ネットに統

合されるために購入するものです。住基カード・共通番号裏書システム導入費が、93万6,

000円となってございます。これは、住基カードとしまして、免許証みたいなカードが出る

のですけれども、その裏に書き込むシステムとなってございます。19節 負担金について

は、前年度と同額でございます。歳出は、以上でございます。

東出委員長 歳入に入ってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 歳入について、説明させていただきます。42ページをお開きください。

12款 使用料及び賃借料、2項 手数料、1目 総務手数料、1節 総務手数料 296万7,

000円のうち、戸籍手数料が136万5,000円です。住民票の手数料が57万円、印鑑証明手数

料が33万円、その他証明が13万5,000円、合計で240万円となっております。

続きまして、48ページお願いいたします。13款 国庫支出金、3項 国庫委託金、1目

総務費委託金、1節 総務費委託金 25万5,000円のうち、中長期在留者住居地等事務委託

費として、15万1,000円の計上でございます。これは、前年度とほぼ同額でございます。

次に、54ページをお願いします。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 12万8,000円のうち、福祉統計調査委託金 1万5,000円、旅券事務委

託金 4万4,000円です。

戸籍関係の歳入歳出は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

東出委員長 戸籍関係の歳出歳入の説明が終わりました。これより質疑を受けたいと思い

ます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、戸籍についての予算審査は終わります。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時41分

再開 午後3時42分

議案第20号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例定について

議案第21号 木古内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定について

議案第22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について

議案第42号 木古内町保育の実施に関する条例の廃止について

議案第23号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例制定について



- 57 -

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

町民税務課所管の条例改正がございますので、それに入りたいと思います。

議案第20号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例定についてを議題といたします。

担当課長の説明を求めます。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 委員長、関連があるので20、21、22、23、42号と一括でお願いできな

いでしょうか。

東出委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時43分

再開 午後3時43分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほど提案しました議案第20号については取り消しをし、再度改めて提案したいと思い

ます。

議案第20号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例定について、議案第21号 木古内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例制定について、議案第22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例制定について、議案第42号 木古内町保育の実施に関

する条例の廃止について、 議案第23号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例制定を一括議題といたします。

担当課長の説明を求めます。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第20号から21、22、23号、

議案第42号の条例について、説明させていただきます。

それでは、資料に基づいて説明を申し上げます。資料番号1の12ページをお開きいただ

きたいと思います。

子ども、子育て三法の施行により、子ども子育て支援新制度が、4月1日よりスタートす

ることとなります。

まず1番ですが、中段でございます。幼児期の教育・保育に関し「施設型給付」と「地

域型保育給付」の制度が創設されます。中段にイラストがございますが、平成26年度まで

私学助成・就園奨励費は文部科学省、保育所運営費は厚生労働省の所管でしたが、4月1日

より内閣府が窓口を一本化し、施設給付が行われることとなりました。施設型給付の対応

につきましては、議案第20号の木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例、地域給付型3才未満児への対応につきましては、議案第21

号 木古内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例が適用され、ス

タートすることとなります。2.認定こども園制度、児童福祉法による認可は保育所、学校

教育法による認可幼稚園制度も一本化され、認可・指導監督等全て内閣府が行うこととな
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りました。

13ページをお開きください。地域の実情に応じた子ども、子育て支援の充実についてと

いうことで左側になりますけれども、施設給付基準条例①と書いてございます。家庭的保

育事業等基準条例②、児童クラブ条例制定③は、市町村で条例が義務付けられております。

①が議案第20号、②が議案21号、③が議案第22号となります。下段となります。給付対象

となるため、「認可」と「確認」について説明申し上げます。各事業所を開設する者は、

児童福祉法の「認可」、子ども子育て支援法による「確認」を受けることが必要となりま

す。「認可」では、人員配置や面積など、施設・事業に必要な基準を満たしているか等基

準となります。「確認」は、会計処理や情報公開などの基準を満たし、対象施設・事業者

として的確であるかどうかが審査基準の対象となります。

13ページの下段となりますけれども、教育・保育施設には認定こども園、幼稚園、保育

所が該当し、北海道の認可を受けなければなりません。地域型保育事業所は、小規模保育、

家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育がありますが、家庭的保育事業等基準条例に

基づき、木古内町の確認が必要となります。事業を実施する者は、条例に基づいて認可、

確認を受けることとなりますが、木古内町がこの度制度を制定する条例は、国、内閣府令

になりますけれども、異なる内容を定める特別な事情や特質性はありませんので、全て国

の基準どおりに従う条例制定となります。

それでは、資料9ページをお開きください。木古内町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、説明をさせていただきます。特定

教育保育施設は、幼稚園、保育所、認定こども園、3施設となります。木古内保育園・永

盛保育園は、保育所として該当します。第1条から第3条迄は共通事項、第4条は利用定員

に関する基準、第5条から34条迄は運営に関する基準、35､36条は特例施設型給付費に関す

る基準となってございます。今度右側に移ります。特定地域型保育事業これは、家庭的保

育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業となっておりますが、

現在木古内町において該当する施設はありません。第1条から第3条迄は共通事項、第37条

は利用定員に関する基準、第38条から第50条迄は運営に関する基準、第51､52条は特例施

設型給付費に関する基準となっております。

続きまして、10ページをお開きください。木古内町家庭的保育事業等の設備等及び運営

に関する基準を定める条例について、説明させていただきます。第1条から第21条迄は、

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の共通事項で

あります。家庭的保育事業、定員5人以下の施設で第22条から第26条までの基準条例に従

い認可を受け運営されます。小規模保育事業、これは27条の基準に従いまして、Ａ型は定

員6人から19人で保育所の分園型として、Ｂ型は定員6人から19人で保育所の分園型と家庭

的保育の中間型として、Ｃ型は定員6人から19人で家庭的保育に近い型として認可運営と

なり、Ａ型28条から30条迄、Ｂ型31条・32条、Ｃ型は33条から36条の基準に従い、それぞ

れ運営されることとなります。居宅訪問型保育事業、37条から41条の基準に従い運営され

ます。事業所内保育事業、定員20名以上で保育所の基準と同様で、42条から48条の基準に

従い運営をされます。

続きまして、11ページをお開きください。木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例について、説明させていただきます。
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この条例は、地域における子育て支援の一環として、放課後児童クラブ、木古内町が実

施するものは学童保育となりますが、事業の設備及び運営に関する基準となります。運営

方針の基準として、第1条の趣旨から第6条の放課後児童健全育成事業者と非常災害対策に

ついて規定しております。設備と職員の基準については第7条、放課後児童健全育成事業

者の職員の一般的要件から、第10条の放課後児童支援員の資格について規定しております。

管理・運営等に関する基準は第11条、利用者を平等に取り扱う原則より、21条、事故発生

時の対応について規定しております。これは、全て国の基準に従うとしております。木古

内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、木古

内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、木古内町放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、平成27年4月1日から施行すると

しております。

続きまして、議案第23号をお願いいたします。

木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例制定に

ついて、説明を申し上げます。第1条では、主旨として利用者負担に関して必要な事項を

定めるものとしております。第2条は定義、第3条は利用者の負担額、第4条は利用者負担

額の減免、第5条は委任としております。附則、施行期日については、平成27年4月1日か

ら施行するとしております。

続きまして、議案第42号をお願いいたします。

木古内町保育の実施に関する条例を廃止する条例制定について、説明を申し上げます。

木古内町保育の実施に関する条例は廃止する。附則、施行期日については、平成27年4

月1日から施行するということでございます。説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

東出委員長 5本の条例制定について、説明がございました。これより質疑を受けたいと

思います。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、これについて終わりたいと思います。

次、一般会計に入らせていただきます。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、福祉年金担当所管の予算を説明させていただきます。

歳出からです。103ページをお願いいたします。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、本年度予算額 8,573万5,000

円、前年度が8,431万6,000円、前年度と比較しまして141万9,000円の増額となっておりま

すのは、国民健康保険操出金が138万1,000円増となってございます。1節 報酬から19節

は、昨年度とほぼ同額でございます。

続きまして、104ページとなります。20節 扶助費 63万2,000円、昨年は、59万円です。

福祉灯油等扶助件数、100円×90ℓ×1.08の65世帯ということで、63万2,000円を計上させ

ていただいております。28節 操出金拠出金、これは先ほど説明したとおりです。2目

国民年金事務費は需用費のみですが、金額は前年度と同額の12万円となってございます。

110ページをお開きください。一部、111ページとなっております。

6目 心身障害者ひとり親家庭等医療費 2,241万5,000円、前年度が2,393万5,000円で
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すので、152万円ほど減額となってございます。11節 需用費、12節まではとほぼ同額で

ございます。13節 福祉医療給付システム導入委託料 92万3,000円です。これは、国保

連合会から個別の請求がいままでシステムがないため読み込みができませんでした。この

度新しく導入することで医療費の請求、請求事務手数料データーで確認できるため、支払

い事務等が効率に行われるためシステムとなります。20節 扶助費 1,998万6,000円、前

年度が2,239万6,000円ですので241万円ほど、これは自然減と見てございます。

続きまして、7目 乳幼児医療費は1,003万8,000円、前年度が1,027万6,000円、23万8,0

00円ほど少なくなってございます。11節 需用費、12節は前年度までほぼ同額でございま

す。13節 委託料 46万1,000円、福祉医療給付システム導入委託料、これは6目の心身障

害者の一人親家庭等医療費の委託料と同じような理由となってございます。20節 扶助費

861万7,000円、中学校修了時までの、通院・入院費の医療費です。前年度と比較しまし

て、73万2,000円減額となってございます。これは、自然減と見ております。

116ページをお願いいたします。2項 児童福祉費、1目 児童福祉費総務費 12万3,000

円、前年度とほぼ同額でございます。2目 児童措置費 1億1,108万7,000円、前年度が1

億1,251万円、1,132万3,000円ほど少なくなっております。

説明資料は、資料の16ページとなります。16ページは、各保育園に平成27年度において、

木古内保育園45名・永盛保育園29名に支払いを予定している措置費の積算表となっており

ます。ページ下段の金額が13節の委託料となってございます。

資料17ページが、27年度の保育園年齢別と入所予定表となっております。13 委託料

6,578万7,000円、前年度が7,545万円ですので、966万3,000円ほど少なくなってございま

す。木古内永盛保育園運営委託料が減となっております。木古内保育園は45人で4,059万4,

000円、永盛保育園29人、2,519万3,000円であり、23年度より両園の定員はともに45名と

いうことで運営してございます。

20節 扶助費、予算説明資料は18ページとなっております。18ページは、児童手当の算

出表となっております。全体的には、166万円ほど少なくなってございます。児童手当が3,

540万円、被用者が1,877万5,000、非被用者が918万5,000、中学生726万円、特例給付が18

万円となってございます。歳出は以上でございます。

歳入について、説明させていただきます。38ページをお願いいたします。

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

1,530万9,000円です。前年度が1,630万3,000円ですので、99万4,000円ほど少なくなっ

てございます。入所児童保護者負担金です。木古内保育園は、月平均が1万6,360円、45人

の12か月ということで、883万4,400円です。永盛保育園の月平均が1万8,605円×33人×12

か月ということで、647万4,600円（合ってる）を見てございます。

続いて、44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、国民年金事務費負担金が130万1,000円です。これは、

前年度と比較しまして、102万2,000ほど少なくなっておりますが、これは国のシステム改

修分が今年度なくなった部分で、少なくなっているものです。2節 児童福祉費負担金 4,

641万3,000円、前年度が5,151万7,000円ですので、510万4,000円ほど少なくなってござい

ます。これは、保育所の運営費が基本額 4,420万6,000円の2分の1ということで、2,210

万3,000円。児童手当負担金が、2,431万円となってございます。
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続きまして、48ページをお願いいたします。13款 国庫支出金、3項 国庫委託金、2目

民生費委託金、1節 児童福祉委託金 9,000、昨年度は7,000円です。これは、特別児

童扶養手当の事務費の委託金となってございます。

続きまして、49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、民生・児童委員活動費負担金予算額は154万5,000円、前年度と同額

となってございます。2目 児童福祉負担金予算額 1,659万3,000円、前年度が1,882万1,

000円ですので、222万8,000円ほど少なくなってございます。これは、保育所運営費と児

童手当に対する道の負担金でございます。保育所運営費は、基本額の4,420万6,000円の4

分の1で、1,105万1,000円。児童手当負担金は、被用者分が277万2,000円、非被用者分が1

53万円、中学生が121万円、特例給付が3万円となってございます。これは、転出等の減と

自然減というふうに見てございます。

続きまして、51ページをお願いいたします。14款 道支出金、1項 道補助金、2目 民

生費補助金、3節 重度心身障害者ひとり親家庭等医療費補助金、合わせまして632万2,00

0円。前年度と比較しまして、116万円ほど少なくなってございます。

52ページをお開きください。4節 重度心身障害者ひとり親家庭等医療事務費補助金と

しまして、62万5,000円です。前年度は、61万7,000円でした。5節 乳幼児医療費補助金

は、114万6,000円でございます。前年度は、175万8,000円です。6節 乳幼児医療事務費

補助金として3万8,000円、これは前年度と同額でございます。

次に、70ページをお願いいたします。19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節 雑

入 3億1,178万9,000円のうち、71ページの上から3行目となります。高額療養費繰替金

118万円となっております。説明は、以上でございます。ご審議よろしくお願いいたしま

す。

東出委員長 説明が終わりました。これより質疑を受けます。

竹田委員。

竹田委員 104ページの扶助費なのですが、去年より4万円あまり増になっているの福祉灯

油。これ以前から、一般質問等で訴えている福祉灯油の増量というか90ℓを増やせないか

ということで要望しているのですけれども、今回予算計上にあたってどのような予算要求

含めて、原課のほうとしてしたのかという部分をまず1点お願いいたします。

それから、先ほど多くの条例改正等がされました子育て支援の認定こども園絡みの木古

内町のうちの今年度の予算を見ますと、116ページの委託料と数字を見ますと、木古内保

育園で45名あまり、永盛では29名という。これが、今後年々増加傾向にあるという子ども

の人口の推移であればいいのですけれども、年々減少傾向にあるというようなそういう見

通しの中で、今後この辺を行政としてどうするというわけにはいかないと思うのですけれ

ども、その辺本当にどうあるべきかということを含めて、これからどういうふうに両保育

園を含めて、進めていくのかというそういう。まだこれから議論をするのだということで

あればそれはそれでいいのですけれども、方向性がある程度見えているのであれば、その

方向性をお聞かせください。

東出委員長 大瀬課長、二つについて。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 福祉灯油につきましては、昨年ですが採暖用のいまオール電化の部分
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で、採暖している部分のを買って、それから薪です。そういうものについては、一部拡大

はさせていただいたという部分についてはあります。今回の補正予算の中でも、そのよう

なものを勘案して多少ですけれども増額となってございます。ご質問の90ℓに対してどの

ような考え方をもっているかということなのですけれども、管内的にはだいたいそのよう

な量が平均的なものでございます。新年度に向けて、また振興局等で資料をいただきなが

ら、その辺については検討してまいりいたいと思っております。

もう一つの子育て支援の関係ですが、子育て支援はいま先ほど申し上げました条例改正

の中でもそうなのですが、施設型給付ということで木古内保育園・永盛保育園は、その意

向の中で現状のままで進めていくというのは、これは現行法の中で適用になっております。

ただ、いまの例えば待機児童の諸問題とかは木古内では関係ないのですけれども、そうい

うふうな形の中でいまのお父さん・お母さん達です。保護者の皆さんが利用しやすいよう

な形にということで、保育所型の認定こども園に移行していこうというふうな考え方をも

ってございます。ただその中には、やはり先ほど申し上げましたように、保育園といって

も幼稚園型になりますと、どうしても資格が今度は幼稚園教諭の資格をもったかたが必要

となりますので、そういう人材等も保育所型で鋭意努力して移行していかなければなりま

せんよというのが一つの認可の基準となっておりますので、その辺のだとかの準備に1、2

年はかかると思いますけれども、どっちにしてもそういうどちらかとすると、開けた短時

間でも今度は利用できるというふうな形の中では、利用者としてはかなり利用しやすいと

思いますけれども、そういうふうに向けて我々のほうも1、2年かなり保育所のほうとも話

をしながら、進めてまいりたいと思っております。

東出委員長 ほかに。

竹田委員。

竹田委員 福祉灯油、管内の平均から見ればそれに合致しているとそれはわかるのですけ

れども、なぜ言うかといえば再三この部分にしつこく言っているのは、「福祉都市きこな

い」だからこそ、やはり何かほかの町とは違うというものを打ち出してもいいだろうとい

うふうな思いがずっとあるのですよね。ですから、やはり原課とすればその辺の意見等も

踏まえて、どうすべきかということをやはり本当は詰めていただきたかったのですけれど

も、結果とすれば現状維持でいいのだという考えですから、それ以上は議論はしませんけ

れども。十分やはり検討の余地はあるような気はするものですから、内部検討してくださ

い。

東出委員長 要望として留めておきます。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、次に進んでいただきたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時11分

再開 午後4時12分
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東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、町民税務課の税務の関係で新人ですか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時12分

再開 午後4時13分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続行して、税務関係よろしくお願いいたします。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、税務関係の予算の説明をさせていただきます。

予算書、92ページをお願いいたします。2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費

501万5,000円、前年度が539万7,000円ですので、38万2,000円ほどことしは少なくなってご

ざいます。昨年度の比較では、納税貯蓄組合の60周年記念事業の補助金が昨年あったため

に、20万円ありました。それで、その分が少なくなっているというようなことでございま

す。2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費、1節 報酬は、1万8,000円ということ

で、これは日額報酬を改正となったために、増額になったものです。9節 旅費 11万9,0

00円、職員普通旅費となっております。

東出委員長 主立ったものをやってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 税務総務費については、ほとんど昨年度と同額でございます。

次に、2目 賦課徴収費です。予算額が313万3,000円、昨年より30万円ほど増額となっ

てございます。これは、11節の需用費で督促窓付封筒等の印刷代が64万1,000円として、1

1万円ほど増額となってございます。あとは、委託料については前年度と同額でございま

す。

次に、186ページをお願いいたします。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 200万円、これは町税還付金として登載してござい

ます。

税の歳出については、以上です。

東出委員長 歳入に入ってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 では、歳入をさせていただきます。

19ページをお願いいたします。1款 町税、1項 町民税、1目 個人、1節 現年課税分

1億3,489万2,000円、前年度より22万2,000円ほど減額となってございます。これは、総

所得金額は前年度と比較して若干伸びていますが、それ以上に社会保険控除等の控除額が

伸びているために減額となってございます。

20ページをお願いいたします。2節 滞納繰越分 463万2,000円、滞繰分として、15％

を見てございます。前年度と比較して、1万1,000円ほど少なくなってございます。2目

法人、1節 現年課税分 3,584万9,000円、前年度と比較して102万2,000円ほど少なくな

ってございます。要因は、平成26年度税制改正で平成26年度から法人税割が14.7％から12.



- 64 -

1％に引き下げられたことによるものです。

続きまして21ページ、滞納繰越分 16万9,000円を計上しております。

22ページをお願いいたします。1款 町税、2項 固定資産税、1目 固定資産税、1節

現年課税分 1億8,269万円で、126万5,000円ほど少なくなってございます。これは、平成

27年度評価替で、土地の評価が下落したことが要因と見ております。2節 滞納繰越分は、

384万7,000円として、前年度とほぼ同額でございます。同じく2目 国有財産の所在等市

町村交付金は、前年度よりも20万7,000円ほど少ない496万9,000円となってございます。

24ページ、1款 町税、3項 軽自動車税、1目 軽自動車税、1節 現年課税分は、前年

度より36万2,000増の825万2,000円となっております。

続きまして、25ページです。2節 滞納繰越分は、前年度とほぼ同額です。

26ページをお願いいたします。1款 町税、4項 町たばこ税、1目 町たばこ税、1節

現年課税分 5,530万1,000円、前年度よりも150万1,000円ほど少なくなってございます。

2節 滞繰分については、前年度と同額です。

続いて27ページをお願いいたします。1款 町税、5項 入湯税、1目 入湯税、1節 現

年課税分です。64万円で、前年度より1万円ほど少なくなってございます。

42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 総務手数料 296万7,000円です。上の段から4段目、税務手数料 35万1,000円、

その下の町税督促手数料が13万5,000円となってございます。

54ページをお願いいたします。14款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、

2節 徴税費委託金で575万5,000円、これは道民税の徴収委託料です。 5，91

66ページをお願いいたします。19款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、1目 延滞

金、1節 延滞金 10万円を計上してございます。続いて、過料についても1万円を計上し

ております。

税務関係は、以上でございます。

東出委員長 税の関係についての歳出歳入の説明が終わりました。質疑を受けたいと思い

ます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、次に進みたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時19分

再開 午後4時25分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

いま皆さんの手元に、平成27年度地方税制の改正による木古内町税の一部改正なのです

けれども、この中に自動車税の税率についての案ということで示されておりますけれども、

これがいま国会審議中ということでございまして、ちょっといま流動性があるということ

でございますので、その辺の説明を受けながら今後の扱いについて、副町長のほうからご

説明いただきたいと思いますので、副町長よろしいでしょうか。

副町長。
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大野副町長 それでは、予算委員会にどう関わるかというところからご説明をしたいとい

うふうに思います。昨年、平成26年の4月に税制改正を行いまして、軽自動車税の税率改正

がございました。その中で、二輪車については、この表の左にある金額で決定をしており

ます。その金額につきましては、27年4月1日から施行するというふうなことになっている

のですが、昨年12月30日、政府のほうで税率改正が決定をしました。これは、政府の税制

調査会のほうです。この現在開かれている国会に改正案が示されることになっています。

12月30日の決定は、改正案です。この改正案では、26年4月に改正した内容を27年4月1日か

ら適用するのではなくて、1年間延期して28年の4月1日から適用するというふうな案文にな

るのです。そうしますと、26年の決定をした本日お示ししている左側の金額が、27年の4月

1日は元のままでいいということになりまして、右側の改正後の数字になるわけです。それ

で、この適用については条例改正が必要となります、木古内町の。木古内町の条例改正を

するためには、国会の審議が通っていなければなりません。現在、審議中ということで、

町のほうでいま困っているのは新年度、27年の4月にこの軽自動車税は賦課する税なので

す。4月に賦課して4月30日まで、支払をしていただくという納期になっているものですか

ら、ここのところを議員の皆さんにお知らせをしておいて、3月のこのあと早い時期に国会

のほうで決定がされれば、臨時議会の開催をお願いしていきたいなとは思っています。た

だ、国会の審議が長引いて4月に入ってからの議決ということになると、今度選挙の日程な

どもありますので、なかなか臨時議会を開いている時間・余裕が取れないだろうと。そう

した時には、議長の専決処分をお願いしたいということで、このいままだはっきりしてい

なくて申し訳ないのですが、時間的な余裕がしっかりと臨時議会を開催している時間があ

れば、そこで議決をお願いする。そうでなければ、専決処分ということで進ませていただ

きたいというお願いでございます。よろしくお願いします。

東出委員長 ただいま副町長のほうから説明がございましたけれども、委員の皆さんから

何か。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

東出委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時30分

再開 午後4時35分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

休憩の中でお話をされましたけれども、国の動きもあろうかと思いますので、お互い行

政と議会事務局と調整を取ってもらうということで、ここは収めておきたいと思います。

それでは、早速予算のほうに入りたいと思いますけれども、説明を求めます。よろしい

でしょうか。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、国民健康保険のほうの説明に入らせていただきます。まず

は、一般会計のほうからお願いいたします。

104ページをお願いいたします。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 8,338万2,000円、これは国保会計のほうに繰り出すこととなってございま
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す。前年度より、138万1,000円ほど増額となってございます。

次に、115ページをお願いいたします。3款 民生費、1項 社会福祉費、11目 後期高

齢者医療費、28節 繰出金 1億1,878万5,000円の繰り出しとなってございます。昨年度

より、168万6,000円ほど少なくなってございます。

歳出は、以上でございます。

続きまして、歳入を説明させていただきます。44ページをお願いいたします。

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 308万3,000円です。これは、昨年度とほぼ同額でございます。

続きまして、50ページ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、3節 国民健康保険事業負担金

です。これは、保険基盤安定制度軽減保険料負担金、保険基盤安定制度医療費支援分負担

金、合わせて2,151万9,000円となってございます。

続きまして、4節の後期高齢者医療負担金ですが、2,816万6,000円の4分の3ということ

で、2,112万5,000円となってございます。

一般会計は、以上でございます。

東出委員長 国民健康保険の一般会計の歳出歳入の説明が終わりました。これより質疑を

受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございます。次に、進んでいただきます。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、国民健康保険事業の予算書の説明をさせていただきます。

29ページをお開きください。予算説明資料は、23ページです。

総務管理費です。主に職員2名分の人件費、電算委託料等となってございます。予算額

は2,015万6,000円で、前年度より372万6,000円ほど少なくなってございます。これは、2

節から4節までの人件費については、人事異動による減額となってございます。

続きまして、30ページをお願いいたします。

13節 委託料 252万5,000円、前年度と比較しまして240万5,000円ほど少なくなってご

ざいます。減額の理由は、70歳以上の一般被保険者に係る軽減特例処置の段階的廃止に伴

うシステム改修費の部分が少なくなったことによるものでございます。

次は、資料の（2）の徴税費のところです。主に、国保賦課・徴収に係る費用となって

ございます。予算額は134万3,000円で、前年度とほぼ同額となってございます。

次に、資料（1）の（3）の運営協議会費です。これは、前年度とほぼ同額でございます。

32ページをお願いいたします。

運営協議会費で変わったのは、報酬が1,000円から3,000円になった部分でございます。

次に、説明資料1の（4）趣旨普及費です。これは、被保険者への通知等に係る郵便料と

なっております。説明資料2の保険給付費です。被保険者の療養の給付にかかる保険者負

担分です。予算額は5億3,154万4,000円、ほぼ前年度と同額となってございます。

続きまして資料2の2、高額療養費、予算書は36ページとなります。

1目 一般被保険者高額療養費、19節 負担金補助及び交付金、予算額は5,102万3,000

円、前年度と比較しまして427万7,000円の減となってございます。これは、24年・25年の
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実績及び26年度の見込みで、算出をしております。2目 退職被保険者等高額療養費、19

節 負担金補助及び交付金、予算額は782万8,000円、前年度と比較しまして432万8,000円

ほど多くなってございます。これは、平成26年度は25年度より4,000万円ほど増となる見

込のために、26年度の実績で算出をしてございます。

次に、40ページをお願いいたします。

説明資料は3.後期高齢者支援金等です。27年度の概算支援金として25年度の実績数値に

より算出をされ、社保支払基金で試算されたものを計上してございます。予算額は7,328

万1,000円、前年度と比較しまして467万5,000円ほど少なくなってございます。

次に、41ページをお願いいたします。説明資料は24ページとなります。4款 前期高齢

者納付金です。こちらも平成27年度の概算納付金と平成25年度の実績数値で精算されて、

予算を計上してございます。

4款 後前期高齢者納付金等は、前年度とほぼ同額でございます。

予算書、42ページをお願いいたします。老人保健の拠出金は、まだ若干節を計上してい

るのみとなっております。

次に、43ページをお願いいたします。説明資料は、6．介護納付金です。介護保険の40

歳から64歳までの第2号被保険者が納める保険料です。こちらも平成27年度概算納付金と、

25年度の実績により算出をしてございます。3,506万6,000円です。前年度と比較して、26

2万7,000円ほど少なくなってございます。

続きまして、44ページをお願いいたします。

説明資料は、7の共同事業拠出金です。歳入の共同事業交付金に対する拠出金で、国保

連合会が拠出額を決定しております。7（1）、高額医療費共同事業拠出金です。1目 高

額医療費拠出金、19節 負担金補助及び交付金、予算額は1,451万6,000円、前年度より50

4万5,000円ほど少なくなってございます。資料説明7の2、保険財政共同安定化事業の拠出

金です。予算書は2目 共同保険財政共同安定化事業拠出金、19節 負担金補助及び交付

金で、予算額は1億6,890万6,000円、前年度と比較しまして9,772万5,000円の増となって

ございます。これは、国保連合会で算出した数字を基に予算計上しております。保険財政

共同安定化事業は、平成27年度から改正されます。26年度までは、レセプト1件当たり30

万円を超えて80万円以下だった対象医療費を、平成27年度からは80万円以下の全レセプト

が対象の医療費となるために、9,772万5,000円の増額となってございます。

続きまして、44ページ・45ページとなります。予算説明資料7（3）、その他の共同事業

拠出金です。前年度と同額の予算額 4,000円を計上してございます。

続きまして、46ページをお開きください。予算説明資料は、25ページとなります。

保健事業費（1）、特定健康診査等事業費です。特定健康診査と特定保健指導に係る費

用は、特定健康診査委託料が主なものとなってございます。予算額は425万9,000円で、前

年度とほぼ同額でございます。

予算書、47ページをお願いいたします。資料説明は8、保健事業費です。

被保険者の健康増進にかかる費用となってございます。予算額は204万6,000円で、前年

度とほぼ同額でございます。

続きまして、48ページをお願いいたします。

予算説明資料8、（3）特別総合保健施設事業費です。健康管理センターの運営に関する
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費用となってございます。予算額は3,806万3,000円、前年度と比較しまして428万8,000ほ

ど多くなってございます。これは、主なものは人件費の増と備品購入費というふうなこと

でございます。これは、人件費については独自削減が廃止等によって、90万7,000円ほど

増額となってございます。また、18節の備品購入費で256万7,000円は、健康管理システム

のパソコン1台購入分、14万3,000円、保健指導車 229万4,000円、保健指導室・ロビー用

のテレビ2台分として、13万円を計上してございます。

予算書、49ページをお願いいたします。

2目 施設管理費、予算額は637万8,000円で、78万4,000円ほど増額となってございます。

これは、11節の需用費が417万7,000円ということで、修繕費が主です。修繕費の主なもの

は、網戸の修理、調理室蛇口の修理、暖房系統の送水制御システムの交換等が主な修繕費

です。

次、50ページをお願いいたします。

予算説明資料9、公債費です。これは、前年度と同額となってございます。

説明資料10、諸支出金です。これについても、還付金と償還金が発生した場合の予算措

置です。国保病院への医療機械整備に係る特別調整交付金の繰出分を計上してございます。

498万3,000円の計上で、前年度より188万8,000円ほど少なくなってございます。

続きまして、54ページをお願いいたします。

10款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直診診療施設繰出金、28節 繰出金 405万円で

す。国保病院分の国費、道費の補助金を国保会計で受けて、国保病院に繰出しを行うもの

でございます。

説明資料11、予備費です。これは、保険給付の不足が生じた場合の予算となってござい

ます。1目 予備費、予算額は1,510万4,000円で、前年度と比較しまして773万7,000円の

増となってございます。

歳出は以上です。

東出委員長 皆様にお諮りいたします。時間延長についてでございます。時間延長したい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時50分

再開 午後4時50分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ここで、切ります。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、歳入に入ってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 それでは、歳入についてご説明を申し上げます。

予算説明資料は、19ページとなっております。予算書は、9ページをお開きください。

1目 一般被保険者国民健康保険税、予算額は1億1,746万7,000円、前年度と比較しまし

て1,638万2,000ほど少なくなってございます。
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続きまして、予算書10ページをお開きください。

3節 後期高齢者支援金分現年度課税分は、予算額 2,558万6,000円で、前年度と比較

しまして327万5,000円ほど少なくなってございます。4節 医療給付費分滞納繰越分は、5

86万8,000円、前年度と比較しまして43万3,000円少なくなってございます。5節・6節につ

いては、前年度とほぼ同額でございます。

2目 退職被保険者等国民健康保険税、1節 医療給付費分現年度課税分 723万5,000円

で、前年度と比較しまして115万4,000円増額となってございます。

11ページです。2節 介護納付金分現年度課税分は、218万9,000円で前年度比 26万9,0

00円ほど多くなってございます。3節 後期高齢者支援金分現年度課税分は、259万4,000

円、前年度と比較しまして39万8,000円となってございます。医療給付費分滞納繰越分は、

前年度とほぼ同額でございます。

12ページをお願いいたします。5節・6節、介護納付金分滞納繰越分は、前年度とほぼ同

額でございます。6節の後期高齢者支援金分滞納分も同額でございます。

説明資料2の督促手数料です。保険税の督促手数料は、1件100円となっておりまして、1

0万円の計上となっております。

説明資料3、国庫支出金（1）、国庫負担金、①療養給付費負担金です。一般被保険者の

療養給付費、療養費、高額療養費等の保険者負担分と前期高齢者納付金・後期高齢者支援

金・介護納付金分の支出に対して、100分の32が国から助成されるものです。

予算書、14ページです。1目 療養給付費等負担金は、現年度分として1億2,430万円で

す。前年度と比較して、788万5,000円少なくなってございます。2節の過年度分は、前年

度と同額でございます。

説明資料3、国庫支出金でございます。予算説明資料は21ページです。

道支出金、道負担金、高額医療費共同事業負担金について、説明させていただきます。

高額医療費の発生に伴う保険者の急激な負担増という不安定要因の分散を図り、保険財政

の安定化を図るため、国と道が拠出金の4分の1を負担しております。予算額は362万9,000

円、前年度と比較して126万9,000円減となってございます。

説明資料、20ページです。説明資料3、国庫支出金のところでございます。

説明資料21ページ、6 道支出金、（1）道負担金、特定健康診査等負担金について説明

させていただきます。特定健康診査・特定保健指導に係る費用の3分の1を負担ということ

でございます。予算額は111万7,000円で、前年度とほぼ同額でございます。

説明資料20ページ、国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金です。これは、市町村間

で医療費の水準や住民の所得水準の違いで生じる国民健康保険の財政力の不均衡を調整す

るために、国が交付する助成金です。

予算書は15ページとなります。予算額は4,557万5,000円、前年度と比較しまして364万4,

000円ほど少なくなってございます。

続きまして、療養給付費交付金です。予算書16ページとなります。

予算額は4,219万3,000円、前年度と比較しまして、1,620万8,000円となっております。

現年度分が増額しております。現年度分は、1,620万8,000円ほど増額となってございます。

これは、退職被保険者の医療給付費に要する費用と後期高齢者支援分から退職被保険者分

の保険税を控除し算出をしてございます。過年度分については、前年度と同額でございま
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す。

予算書、17ページです。1目 前期高齢者交付金、1節 現年度分、予算額は1億8,439万

3,000円、前年度比較 59万1,000円となってございます。

続きまして、19ページをお願いいたします。1目 道調整交付金、1節 道調整交付金、

予算額は4,429万4,000円、前年度と比較しまして407万4,000円ほど増となってございます。

次は、20ページをお願いいたします。高額医療費共同事業交付金、1節 高額医療費共

同事業交付金、予算額は1,597万9,000円、前年度と比較して416万3,000円ほど増額となっ

てございます。これは、レセプト1件あたり80万円を超える医療費を対象として交付され

てございます。

続きまして、保険財政共同安定化事業交付金です。予算書の2目です。1節 保険財政共

同安定化事業交付金、予算額は1億7,350万9,000円、前年度と比較しまして1億230万4,000

円の増額となってございます。これは、歳出のほうでも説明させていただきましたけれど

も、平成27年度からは保険財政安定化事業が改正され、レセプト1件あたり30万円を超え8

0万円以下だった対象費が、27年度からは80万円以下の全レセプトが対象医療費となるた

めに、交付金も大幅に増額となっております。これは、国保連合会のほうで試算した額を

そのまま計上してございます。

続きまして、21ページです。1目 保険基盤安定繰入金、1節 保険基盤安定繰入金、予

算額は3,280万5,000円、前年度と比較しまして203万8,000円ほど増額となってございます。

続きまして、22ページです。1目 繰越金、1節 繰越金、前年度繰越金として5,563万6,

000円を計上しております。前年度と比較しまして、821万1,000円ほど少なくなってござ

います。

次は、26ページです。3項 雑入、5目 雑入、1節 雑入 2万円の計上でございます。

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。

東出委員長 説明が終わりました。国民健康保険特別会計の歳入の質疑を受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、次に後期高齢者医療特別会計予算に入ります。

説明を求めます。大瀬課長。

大瀬町民税務課長 予算書、後期高齢者医療の17ページをお願いいたします。説明資料は

27ページになっております。

ほとんど同額なのですけれども、一般管理費についてもほぼ同額でございます。

次に、18ページです。徴税費についても、前年度と比較して2,000円となってございま

す。

続いて19ページですが、疾病予防費につきましても前年度と同額でございます。

20ページ、後期高齢者医療広域連合納付金ですが、これはかなり減額となってございま

す。691万2,000円ほど少なくなってございます。これは、北海道後期高齢者医療広域連合

事務費負担金が233万3,000円で、11万8,000円の減額、それから保険料の徴収が4,827万9,

000円で、前年度より450万9,000円減額となってございます。保険基盤安定繰入金は2,816

万6,000円で、145万8,000円の減額、療養給付費分については10万7,000円ほど少なくなっ

てございます。

続きまして、21ページをお願いいたします。
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前年度と比較して90万円ほど減額となっておりますけれども、これは実績に基づいて減

額しております。

歳出は以上でございます。

東出委員長 歳入に入ってください。

大瀬課長。

大瀬町民税務課長 歳入7ページをお願いいたします。

現年度分が後期高齢者医療保険料の分です。現年度分が3,508万5,000円で、前年度より

比較しまして741万5,000円ほど少なくなってございます。続きまして、2目の普通徴収保

険料でございます。1節 普通徴収保険料の現年度分 1,311万9,000円です。前年度より2

90万6,000円ほど多くなってございます。

続きまして、8ページをお願いいたします。滞納繰越分については、前年度と同額でご

ざいます。

次に、9ページをお願いいたします。督促手数料については、前年度とほぼ同額でござ

います。

10ページをお願いいたします。ここは、インフルエンザの予防接種事業補助金として、

前年度と同じ40万円ほど計上してさせていただいております。

11ページをお願いいたします。一般会計からの事務費繰入金として、予算額 417万5,0

00円で前年度より12万1,000円ほど少なくなってございます。北海道後期高齢者医療広域

連合事務費負担金は、233万3,000円です。事務費については、182万4,000円と見てござい

ます。予算書、2目の保険基盤安定繰入金です。1節 保険基盤安定繰入金、軽減分は2,74

8万8,000円で、前年度より132万6,000円ほど少なくなってございます。激変緩和分につい

ては67万8,000円で、前年度より13万2,000円少なくなってございます。

次に、12ページです。繰越金については、前年度と同額でございます。諸収入は、前年

度比較しまして90万円ほど少なく見てございます。6款 雑入については、保険料還付金

として30万円ほど予算を計上させております。

歳入の説明は以上でございます。

東出委員長 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出の説明が終わりました。これより質疑を

受けます。

（「なし」と呼ぶ声あり）

東出委員長 ないようでございますので、これで町民税務課所管の予算審査は全て終了

いたしました。町民税務課の皆さん。長時間にわたりまして、どうもご苦労様でございま

す。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後5時03分

再開 午後5時04分

東出委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日の審査は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

あすは9時30分から、産業経済課の所管の予算審査に入りたいと思いますので、委員の皆
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様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

きょうは、どうもご苦労様でございました。

説明員 大森町長、大野副町長、新井田総務課長、幅崎主査、田畑主査、木本（こ）主任

菅原主事、横山主事、山根主事、小澤病院事業管理者、平野病院事業事務局長

尾坂主査、羽沢（裕）主査、東主査、石川主事、岡山総看護師長、東出主査

名須賀保健福祉課長、尾坂主幹、若山建設水道課長、小池主幹、小杉主幹

構口主査、村上（蔵）主査、小西主任、堂守主事、大瀬町民税務課長、高橋主査、

片桐主査、吉澤主査、佐藤（利）主査、小山内主事、太田主事

森井代表監査委員

傍聴者 なし

報 道 なし

予算審査等特別委員会

委員長 東 出 洋 一


