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会議録 令和3年9月13日（月） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第3回令和2年度木古内町決算審査特別委員会

出席委員：廣瀬委員長、平野副委員長、手塚委員、東出委員、吉田委員、安齋委員

相澤委員、竹田委員

欠席委員：なし

オブザーバー：又地議長

会議時間 午前9時37分～午後4時57分

事 務 局 加 藤、堺

開 会

１.委員長挨拶

廣瀬委員長 定刻になりましたので、ただいまから9月10日に引き続き、第3回令和2年度木

古内町決算審査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は、7名でございます。

平野副委員長から遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による、委員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。

皆さん改めて、おはようございます。

先ほど竹田委員からも話がありましたとおり、緊急事態宣言が延長ということで、今月

の末まで延びることになりました。ちまたでは、慣れてきたというような緩い考えもある

んですけれども、皆さんコロナを気にしながらしっかり感染対策を行っていければなと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

２.審査事項

（１）保健福祉課

廣瀬委員長 それでは、まず保健福祉課から説明を求めます。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 令和2年度の新たな事業としましては、新型コロナ関連の事業で地

方創生臨時交付金や緊急包括支援交付金などを活用した事業や新型コロナワクチン接種の

準備にかかる事業が主なものとなっております。

一方、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事業が中止になったり実

施回数が減ったりしております。また、研修会等の会議なども中止やウエブ開催になった

ことにより、全体的に旅費の執行額が少なくなっているという状況にあります。

グループごとに概要を説明しますと保健推進グループでは、主に保健事業及び障害者等

に対する自立支援業務を担当しております。

保健事業につきましては、保健師3名を中心に行っておりますが、事業の実施状況につき
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ましては、資料番号4.説明資料の87ページに事業内容等を記載しておりますので、ご参照

ください。

また、各種がん検診につきましては、資料番号4.説明資料の89ページの各種健診の状況

のとおり、胃がん検診と乳がん検診の受診者数が前年度をわずかに下回ったものの、その

他は前年度を上回る結果となっております。

次に、障害者等に対する自立支援業務につきましては、適切な障害福祉サービスが提供

されるよう相談支援専門員を中心に利用計画の作成や相談支援業務を行っております。

最後に、道南ドクターヘリの運航実績などにつきましては、資料番号4.説明資料の93ペ

ージに3年分の実績を記載しております。

令和2年度の出動件数は、前年度と同じ15人で、負担金額は前年度から3万5,000円減の1

95万5,000円となっております。

次に、介護福祉グループにつきましては、高齢福祉業務及び介護保険介護サービス事業

特別会計や地域包括支援センターの運営を行い、高齢者や家族などからの相談業務等を行

っております。

令和2年度の介護福祉グループの主要な施策につきまして、ご説明いたします。

資料番号4の説明資料の25ページをお開き願います。

高齢者等入浴無料券交付事業につきましては、事業費の総額は前年度比 34万4,000円減

の208万7,000円となっております。交付人数は490名、交付率は前年度の35.05％から3.96

％の31.09％、利用率は前年度の23.6％から3.9％減の19.7％となっております。

この事業につきましては、利用率の低迷が続いたことから令和3年度から高齢者等福祉サ

ービス利用券交付事業として、ハイヤーの利用も可能ということでしたところ、交付人数

はことしの8月末現在で806名、前年の同時期の約2倍を少し超えている状況になっておりま

す。

また、小規模多機能型居宅介護施設整備事業につきましては、ことしの4月開設用に向け、

施設の建設工事や備品等の購入、開業準備等にかかる指定管理料など令和2年度の事業費の

総額は、1億7,965万5,000円となっております。

施設は、ことし4月の開業から5か月を経過し、8月末現在の利用者数は6名と徐々に増え

てきております。なお、指定管理者の株式会社杉の木ケアサービスとは、令和3年1月から

令和6年3月までの基本協定を締結しております。

介護保険事業特別会計につきましては、第7期介護保険事業計画の最終年となります。

令和2年度の決算は、返還金等を除いた実質的な繰越金は1,800万円となり、不足が生じ

ることなく運営できております。

令和3年度は、第8期の計画の初年度となりますが、今後も不足が生じることないよう給

付の適正化に努めてまいります。

以上が概要となります。それでは、保健推進グループ、介護福祉グループの順に担当主

査から説明をさせていただきますが、説明に入る前に今年度異動等で保健福祉課の主査と

なった職員をご紹介します。

まず、4月1日の人事異動で主査に昇格し保健推進グループに異動となりました、菅原で

す。また、8月1日付けで人事異動で主査に昇格した介護福祉グループの介護保険高齢福祉

担当の後藤です。どうぞよろしくお願いいたします。
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それでは、保健推進グループのほうから説明をさせます。

廣瀬委員長 菅原主査。

菅原主査 それでは、保健福祉課保健推進グループ所管の決算について、説明いたします。

決算書、歳出から説明させていただきます。

決算書の82ページから83ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、5目 保健福祉総務費です。

予算額 1億9,937万6,000円に対し、決算額が1億9,060万3,704円となっております。

支出の主なものや前年比で増減が大きかったものについて、説明いたします。

まず、8節 旅費についてです。

普通旅費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた区分

認定調査が令和3年度以降に延期になったため、前年度に比べて27万円程度減額となってお

ります。

続きまして、10節 需用費についてです。

備考欄上から三つ目の衛生用品等感染症対策物品購入費につきましては、障害福祉サー

ビス事業所等における感染対策徹底支援事業として、手指消毒液やマスクを購入しており、

後ほど歳入の際にご説明いたしますが、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の

対象となっております。

続きまして、11節 役務費についてです。

備考欄一番下、障害者相談支援事業所証明書発行手数料は、3年ごとの支出となっており

ますので、令和元年度の支出はありませんでしたが、令和2年度で今回、支出しておりま

す。

12節 委託料についてです。

委託料のうち、備考欄三つ目の日中一時支援事業委託料についてです。

この事業は、障害者等の就労支援や家族の介護負担軽減のため、日中における一時的な

活動の場を提供するもので、令和2年度は1名のかたが利用されております。

前年より約15万円程度支出減となった要因としましては、利用者の利用回数が減ったこ

とによるものです。

続きまして、84ページをお開き願います。

13節 使用料及び賃借料についてです。

こちらにつきましては、障害者福祉システムのパソコンをＷｉｎｄｏｗｓ10に対応させ

るため、新しくパソコンを入れ替えたことによるものです。こちらは、5年間の長期継続

契約となっております。

続きまして、18節 負担金補助及び交付金についてです。

こちらにつきましては、不用額一覧です。資料番号4の説明資料47ページ、民生費の上

から4段目をあわせてご参照願います。

こちらに記載のとおり、決算書においては備考欄一番下の成年後見制度利用支援事業助

成金について、申請者がいなかったため、その分が不用額となっております。

続きまして、19節 扶助費についてです。

こちらは、障害者のかたが利用するサービス等の給付費になります。前年より支出が減

ったものとしましては、備考欄四つ目の障害児通所給付費が前年より109万円ほど支出減
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となっております。

こちらは、児童発達支援の利用者が4月から小学校へ就学したため、令和2年度の利用実

績がなかったことが主な要因です。

支出が増えたものとしましては、障害者自立支援医療費が前年より83万円ほど支出増と

なっております。

こちらは、人工透析等で更生医療を受けているかたの医療費が主となりますが、利用者

の入院が増えたことが主な要因です。

なお、扶助費全体の不用額は、769万7,991円となっており、不用額一覧につきましては、

資料番号4の説明資料47ページ、民生費の下から3段目となります。

内訳としましては、障害者自立支援医療費が260万円程度の不用額となりますが、こち

らは生活保護利用者の一人当たりの単価が大きく、入院した場合、1か月100万円を超える

場合がありますが、今回は入院期間が見込みよりも短かったため、不用額が生じておりま

す。

続きまして、障害者介護給付訓練等給付費になりますが、こちらが500万円程度の不用

額が生じております。

こちらにつきましては、主に就労移行支援の利用者が一般就労になったこと等の理由に

より、給付費の利用が見込みよりも少なかったため、不用額が生じたものです。

その他につきましては、ほぼ例年どおりの支出となっております。

なお、資料番号4の90ページと91ページに、身体障害者手帳の交付状況、福祉サービス

利用者状況を載せておりますので、後ほどご参照願います。

続きまして、決算書86ページから89ページにかけてです。

9目 障害支援区分認定審査会費についてです。

予算額 93万8,000円に対し、決算額 41万2,125円となっております。

なお、審査会費全体の不用額が52万5,875円となっており、不用額一覧につきましては、

資料番号4の説明資料の49ページ、一番上の段となります。

主な理由としましては、審査会の開催回数が少なかったことによる委員報酬が見込みよ

りも少なかったため、不用額が生じたものです。

なお、審査会費全体の支出は、ほぼ前年並みとなっております。

続きまして、決算書の89ページ、10目 福祉施設管理費についてです。

予算額 796万9,000円、決算額 699万6,817円となっております。

こちらは、旧老人保健施設で1階の高齢者交流センター及び地域活動支援センター、2階

・3階のグループホーム杉の木の施設管理費となっております。

前年比で支出の増減が大きかったものとしましては、10節 需用費の備考欄一番下の施

設等修繕費で、前年より25万円ほど支出増となっております。

要因としましては、平成31年度はボイラーの修繕及び誘導灯発電機の修繕のみでしたが、

令和2年度は温水循環ポンプの取り替えやスプリンクラー用発電機修理、ボイラー1号機及

び2号機の部品取替など、修繕箇所が多くあったことによります。

なお、需用費の不用額は88万5,488で、不用額一覧につきましては資料番号4の説明資料

の49ページ上から2段目となります。

主な理由としましては、燃料代等の光熱水費の実績が見込みよりも少なかったため、不
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用額が生じたものです。

その他につきましては、ほぼ例年どおりの支出となっております。なお、資料の資料番

号4の94ページに、グループホーム維持管理負担金について載せておりますので、後ほど

ご参照願います。

続きまして、決算書94ページから95ページをお開き願います。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費です。

予算額 4億7,948万円、決算額 4億7,913万463円となっております。

こちらにつきましては、ほぼ例年どおりの支出となっておりますが、18節 負担金補助

及び交付金の備考欄一番下、簡易水道事業会計負担金の生活支援対策分として、1,669万9,

826円を支出しております。

なお、19節 扶助費 養育医療給付費については、令和2年度については、給付対象と

なるお子さんがいなかったため、支出はありませんでした。

続きまして、2目 予防費についてです。

決算書は、94ページから99ページにかけてとなります。

予算額 4,425万1,000円、決算額 3,231万3,258円です。

令和2年度につきましては、新型コロナウイルス関連業務が追加されておりますので、

例年のものと分けて説明させていただきます。

まず、例年の事業の中で前年比の増減が大きかったものとしましては、96ページ、12節

委託料についてです。

備考欄三つ目の乳がん・子宮がん検診委託料が前年より約33万円支出増となっておりま

す。

主な理由としましては、前年と比べ個別の受診数が増えたことが要因となっております。

令和2年度新たに増えたものとしまして、備考欄中段より下の新生児聴覚検査委託料で

す。合計で3万8,900円の支出となっておりますが、こちらは令和2年度より北海道と道医

師会が結ぶ協定に加入することで、いままで保護者が負担していた検査費用を町が負担す

ることになったものです。

その他につきましては、前年度とほぼ同様の支出となっております。

なお、委託料の不用額 392万601円、こちら不用額一覧につきましては、資料番号4の

説明資料49ページ上から6段目となります。

こちらにつきましては、各種がん検診の受診数や予防接種の接種数が見込みよりも少な

かったため、不用額が生じたものです。

続きまして、決算書98ページ、18節 負担金補助及び交付金です。

新型コロナウイルス以外の部分では、前年より9万6,000円ほど支出減となっております。

主な要因としましては、妊産婦安心出産支援事業補助金で申請人数が11名と、前年度に

比べて3名減少し、申請額が減少したためです。

なお、資料番号4の88ページと89ページに予防接種の接種数、各種健診の受診状況等を

載せておりますのでご参照願います。

続きまして、新型コロナウイルス業務関連について、ご説明いたします。

令和2年度に新たに増えたものとしまして、決算書の95ページ、1節 報酬及び4節 共

済費です。
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こちらは、新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる会計年度任用職員1名分の報

酬分になります。

続きまして決算書の97ページ、11節 役務費、備考欄一番上、郵便料になります。

こちらは、資料番号5の臨時交付金活用事業説明資料13ページに記載のとおり、布マス

ク配布事業として、1,966世帯へ布マスクを発送したため、前年に比べ36万円程度支出増

となっております。

備考欄上から五つ目の新型コロナクーポン券郵送料につきましては、接種申し込み用は

がき代として、12万6,000円を支出しております。

続きまして、12節 委託料につきまして、備考欄下から七つ目、住民配布用マスク作成

業務委託料 420万円、その二つ下の新型コロナウイルスワクチンクーポン券印刷業務委

託料 139万5,251円、その下の新型コロナウイルスワクチン対応ツール導入業務委託料

46万4,750円を支出しております。

その他につきましては、令和3年度に繰越明許費として支出予定となっております。

続きまして、17節 備品購入費です。

備考欄一番上、新型コロナウイルス感染症対策用備品につきましては、資料番号5の14

ページに記載のとおり、非接触体温計及びサーマルカメラを購入しており、合計で247万3,

141円の支出となっております。

そのほか、新型コロナウイルスワクチン接種業務用パソコン等として、17万940円を支

出しております。

続きまして決算書98ページ、18節 負担金補助及び交付金、備考欄一番下、新型コロナ

ウイルス感染症対応医療機関支援金につきましては、資料番号5の14ページに記載のとお

り、新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援事業として、500万円を支出しておりま

す。

以上が新型コロナウイルス業務関係にかかる説明になります。

続きまして、決算書100ページから101ページをお開き願います。

4目 保健活動費です。

予算額 31万円、決算額 27万4,261円となっております。

こちらにつきましては、ほぼ例年どおりの支出となっております。

続きまして、決算書162ページから163ページをお開き願います。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤還付金、22節 償還金利子及び割引料です。

備考欄黒丸の三つ目が保健福祉課所管分となり、合計1万9,320円となっております。

こちらの返還金は、交付された負担金が交付決定額を超過して交付されたため返還した

ものです。以上で、歳出の説明を終わります。

廣瀬委員長 そのまま歳入もお願いします。

菅原主査。

菅原主査 それでは引き続き、歳入について説明させていただきます。

決算書の16ページから17ページをお開き願います。

12款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、3節 障害支援区分認定

審査会共同設置負担金 31万7,266円につきましては、渡島西部地域障害程度区分認定審

査会共同設置運営負担金となっております。
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なお、資料番号4の23ページ下段に4町の負担割合、負担額を載せておりますので、ご参

照願います。

続きまして、決算書18ページから19ページです。

14款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金

です。

保健推進グループ分は、備考欄二つ目の障害者介護給付・訓練等給付費負担金 8,515

万5,229円と三つ目の障害者自立支援医療費負担金 559万9,667円です。

この二つは、歳出の保健福祉総務費、扶助費の医療費と給付費に充てられる負担金とな

っております。

続きまして、決算書20ページから21ページをお開き願います。

2目 衛生費負担金、1節 保健衛生負担金 母子保健衛生費負担金の交付は2万4,840円

で、養育医療に対する負担金となっております。

続きまして、2項 国庫補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金の地域生

活支援事業補助金 113万1,000円です。

主に、障害者のかたの日常生活用具給付に対する国の補助金となっております。

続きまして、決算書22ページから23ページをお開き願います。

3目 衛生費補助金、2節 保健衛生費補助金です。

備考欄一つ目の緊急風しん抗体検査等事業補助金 54万9,000円は、歳出の予防費 風

しん抗体検査委託料に対する補助金です。

二つ目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 237万6,000円は、新

型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施するために必要な接種体制を確保することを

目的にしたもので、予防費の1節 報酬から17節 備品購入までの新型コロナワクチン業

務に関連する補助金です。

続きまして、決算書24ページから25ページをお開き願います。

15款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金です。

保健推進グループの所管は、備考欄の三つ目の障害者介護給付・訓練等給付費負担金

4,249万3,094円と四つ目の障害者自立支援医療費負担金 279万9,838円です。

こちらは、国と同様、歳出の保健福祉総務費、扶助費の医療費と給付費に充てられる負

担金です。

続きまして、2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金です。

母子保健衛生費負担金ですが、令和2年度に実績はございませんでしたので、0円となっ

ております。

続きまして、2項 道補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金です。

保健推進グループの所管は、備考欄一つ目の地域生活支援事業補助金 50万3,000円で

す。

この補助金は、国と同様に障害者のかたの日常生活用具給付等に対する道の補助金とな

っております。

備考欄三つ目の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 6万円は、障害福祉サ

ービス事業所等における感染対策徹底支援事業として、感染症対策を徹底した上で、障害

福祉サービス等を提供するために必要な経費に対する道の補助金となっております。
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続きまして、決算書26ページから27ページをお開き願います。

3目 衛生費補助金、1節 保健衛生費補助金です。

一つ目は、健康増進事業費補助金 6万3,000円です。

こちらは、肝炎検査、骨粗鬆症等の健診に対する道の補助金です。

二つ目は、妊産婦安心出産支援事業費補助金 6万1,008円です。

こちらは、妊産婦健診時の交通費の補助事業に対する道の補助金になります。

続きまして、決算書40ページから41ページをお開き願います。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入です。

41ページ、備考欄の保健福祉課分のうち、保健推進グループ所管の雑入は、保健事業等

本人負担金から在宅サービスセンター管理収入までの分、及び平成31年度ドクターヘリ運

航経費精算還付金から一番下の雇用保険繰替金までの13項目で、合計702万1,826円となっ

ております。

以上で、歳入の説明を終わります。

廣瀬委員長 ただいま、保健推進グループより説明を受けました。

これより質疑に入ります。質疑ありますか。

東出委員。

東出委員 30分間にわたって、丁寧な説明どうもご苦労様でございました。

いま聞いて感じたのは、大変な業務ですよね。ということは、通常の一般会計の業務、

精算、それから国の臨時交付金と両方やっているわけですよね。それは、分けなきゃなら

ないけれども、それがきちんと整理されて、そしてわかりやすく説明していただいたこと

については、私は質問する項目はございません。本当にいままでの説明員の中では、30分

間間違いなく計数にも間違いなく説明していただいたし、本当に大変な業務だなというこ

とを感じました。本当これ副町長、こういう立派な主査がいるっていうことは、保健福祉

課は心強いですよね。とにかく私自身としては、苦言を言うんじゃなくて、ここで感謝っ

ていうか本当に大変な業務を担っていただいたんだなということで、感謝を申し上げて私

は質問はございません。

廣瀬委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 相澤です。おはようございます。よろしくお願いします。

まず資料番号4の48ページ、衛生費の部分なんですが、確認です。

目のところ、衛生費となっているところ、これ予防費じゃないかなと思うんですが、そ

の確認。

それと、その同じ項で備品購入費、不用額が出ています。ここにサーマルカメラの入札

減という形でしか書いていないんですが、サーマルカメラここの欄にあったのかどうか、

その辺。フリーザーの間違いじゃないのかなと思いましたので、その辺の確認をまず。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時19分

再開 午前10時19分
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廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず一つ目の資料番号4の説明資料の48ページの衛生費、保健衛生

費のあと目が衛生費となっております。申し訳ありません。こちらご指摘のとおり、予防

費の誤りです。訂正をお願いしたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。

それともう一つ、同じ予防費の中の備品購入費のサーマルカメラの入札減というところ

なんですけれども、こちらは一般会計の決算書97ページのほうをご覧いただきたいと思い

ます。こちらの備品購入費の新型コロナウイルス感染症対策用備品、この247万3,141円こ

ちらのほうが中身にいまのサーマルカメラが入っているというところです。以上です。

廣瀬委員長 相澤委員。

相澤委員 わかりました。ありがとうございます。

それで、備品購入費の中にコロナウイルスワクチン保管用のフリーザーというのがあり

まして、この分の支出がゼロなんですよね。コロナワクチン、特に高性能な冷蔵庫が必要

だということで認識しているんですが、ゼロだったというのはもとからそれに対応するだ

けのものあったということなんですか。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 こちらの保管用フリーザーの予算につきましては、想定していた

ものがモデルナのワクチンがマイナス20度で保管ということで、そちらのフリーザーの分

として1台分予算計上しておりました。それで、元々マイナス75度のフリーザーとそれとマ

イナス20度のフリーザーにつきましては、国から1台ずつ町のほうに配分ということで、最

低1台です。各自治体最低1台ずつ配分ということで、木古内町のほうにも配分されており

まして、そちらのほうはこれとは別に配分されておりまして、国保病院のほうに保管して

おります。そのほかにマイナス75度の分は1台でいいんですけれども、マイナス20度の冷凍

庫につきましては、それぞれ町内で接種する医療機関、国保病院と大江内科さんとそれぞ

れに置かなければならないという認識のもと、予算計上1台分していたところなんですけれ

ども、モデルナのワクチンがこちらのほうに来る予定がないということで、購入していな

いというような状況です。

廣瀬委員長 相澤委員。

相澤委員 ということは、別なほうで支出しているということで、考えてよろしいですか。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 この冷凍庫につきましては、先ほど言いましたマイナス75度ファ

イザー用の冷凍庫と、それとモデルナ用って言いますかマイナス20度のものがどちらも国

のほうから無償で配付されているところです。

廣瀬委員長 相澤委員。

相澤委員 それは理解できました。じゃあこの支出しなかったフリーザーの分、これはど

ういうふうになるんですか。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 こちらの予算につきましては、令和2年度で予算措置をしておりま

して、繰越明許ということになってございます。繰越明許の予算につきましては、減額補

正等ができないということになりますので、このままモデルナのワクチンが配分されない
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という状況のままでいきますと年度末で不用額として残るという形になります。

廣瀬委員長 ほか。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時24分

再開 午前10時28分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかありますか。

相澤委員。

相澤委員 何度もすみません。85ページです。保健福祉総務費の18番、負担金補助及び交

付金のところの一番最後、成年後見制度利用支援事業助成金ですか、これ支出ない。説明

の中では相談がなかったということなんですが、これ大変大事なことだと私は思っており

ます。広報等足りないのかなと思うんですが、どうでしょう。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 成年後見の制度の助成金につきましては、ことしの広報5月号と

6月号で周知をさせていただいております。以上です

廣瀬委員長 相澤委員。

相澤委員 確かにそのとおりなんですけれども、この辺に関しては高齢になってくればな

かなか物をよくできないということを補佐するというかそういう制度だと思うんですが、

もっともっと町内高齢化も進んでおりますし、もっともっと広報して進めていくべきだと

思うんですが、その辺もう一度。

廣瀬委員長 菅原主査。

菅原主査 ただいまのご質問なんですけれども、周知必要だと思います。障害者のアンケ

ートというのを今回とっていまして、その中でもやはりあまりよく知らないというかたが

3割、知らないというかたが5割といましたので、やはり認知度の低さというのも課題だと

思いますので、適宜サービスを利用したいというかたは窓口に必ずいらっしゃるので、そ

こで適宜必要なかたに対しては、このような制度があるこということを説明、徹底してい

きたいと考えておりますので、よろしいでしょうか。

また、サービスの利用をしているかたでも健全管理ですとか、多くのかたは家族ですと

か施設のかたが金銭管理徹底をしておりまして、本人が金銭管理をしているというかたが

こちらで把握しているのがサービス利用者ですと2・3名です。1人暮らしのかたなんですけ

れども、そのようなかたは見守り等も徹底して、必要に応じてこちらで気にかけながら相

談等に応じていきたいと考えております。以上です。

廣瀬委員長 相澤委員。

相澤委員 わかりました。周知方、ぜひよろしくお願いします。また、ほかの関連する事

業ですか、丁寧にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

廣瀬委員長 ほか。

平野副委員長。
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平野副委員長 遅れてきた中で質問させていただき申し訳ないんですけれども、ちょうど

いま相澤委員から成年後見制度の助成金についてゼロだったと。これ以前からこの制度が

国が一生懸命支援しなさいということで、町は予算付けして周知はしていますが、まだま

だ町民自体に浸透がされていないという現状、私も実は成年後見人になっております。

この制度の助成金の利用について担当課といろいろ相談と言いますか調整進めてきた経

緯あるんですけれども、助成を受けるまでには至らなかったんです、結果。令和3年度の予

算執行の担当者に聞いたら、いまのところはないよと。実際私、令和2年・3年で町内でこ

の後見制度で、実際後見人になられているかた存知上げております。しかしながら、この

町の制度を活用されていないという実態です。この制度については、特にこのような木古

内町高齢化率が高くなって、少子高齢化が進んでいく町にとっては、より高齢者をまもら

なきゃならないという観点から、ただ相談に来たら対応しますよではなくて、町のほうが

積極的に必要であろうと思われるかたを援助するっていう取り組みが必要だと思うのです。

今回は決算委員会ですから、たまたま執行がないということで、同僚の相澤委員からも

認知が少ないんじゃないかという意見出ましたが、認知が少ないだけではなくて今後、町

が積極的に高齢者を守るっていう観点からこの制度をどのように誰にお願いするのかも含

めて、しっかり協議して進めていっていただきたいと思うんですけれども、確か予算委員

会の時も同様の質問したと思うんですけれども、課長いかがでしょうか。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 この制度につきましては、お話がありましたとおり、確かに認知

度も低いということで、広報で載せたもののまだ実際にはなかなか内容について、認知さ

れていない部分が多いのかなと思いますので、今後どのようにこの認知度を広めて、ある

いは利用をしていただけるようなことができるかというのを協議しながら進めてまいりた

いというふうに思います。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 この支援事業の認知度を広げるっていうことに徹していると思うんですけ

れども、私はこの成年後見人になっていただくかた。よくあるのは、プロの弁護士のかた

だったり司法書士のかただったり、ただ木古内にそれを受けていただけるかたが事務所が

あるのかって言ったら、これまた難しいんです。ほかの自治体を見ると後見制度を受けて

いただくためのＮＰＯ法人の立ち上げだったり、そこには町も関与して進めていたりする

事例があるんです。そのような取り組みを少し研究して進めていただきたいということを

申し上げているんですけれども、いかがでしょうか。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 ありがとうございます。他町村等の取り組みも確認しながら、少

しでもこの制度が活用されるようにこちらの体制も調えていければなというふうに思いま

す。以上です。

廣瀬委員長 ほかありますでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なければ、保健推進グループの説明を終了いたします。

ありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午前10時37分

再開 午前10時38分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、介護福祉グループ、後藤主査。

後藤主査 介護福祉グループの後藤です。よろしくお願いいたします。

まず、一般会計から説明させていただきます。

歳出から説明させていただきます。

まず決算書、76ページ・77ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費 決算額は4億5,729万7,125円となっ

ております。

資料番号の4、95ページをお開き願います。

主なものについて、ご説明させていただきます。

資料の1.百歳祝記念品の贈呈についてですが、事業費は、報償費、消耗品費を含め、10

万1,184円、令和2年度は対象者は1名となっております。

決算書、78ページ・79ページをお開き願います。

12節 委託料ですが、資料番号の4、95ページ、資料の4.訪問・外出支援サービス事業で

すが、事業費 827万7,000円となっております。

これは、社会福祉協議会への委託事業として、内訳は訪問サービス事業の利用実績、利

用者206名、年間延利用人数は8,446名、外出支援サービス事業の利用実績につきましては、

利用者29名、年間延利用者人数231名となっております。

5.除雪サービス事業につきましては、予算 165万円、うち事業費は124万円となってお

ります。利用者は83名となっております。

決算書は変わらず78ページ・79ページ、18節 負担金補助及び交付金です。

資料番号の4、96ページをお開き願います。

資料の6.高齢者屋根の雪下ろし等助成事業につきましては、予算が61万2,000円、事業費

は47万4,499円となっております。年間延利用者人数が14名となっております。

資料の10.介護従事者待遇改善事業につきましては、予算 570万円に対し事業費 479万

円となっております。

これは、介護従事者の待遇改善、介護職員の定着化及び職員不足の解消につなげるため、

介護サービスの向上に結びつけることを目的とし、実施しております。

令和2年度は、助成対象者93名が賃金の改善となっております。

決算書、12節 委託料、資料番号は4、96ページです。

11.介護職員初任者研修事業ですが、予算 196万8,000円、事業費 80万7,000円です。

これにつきましては、ホームヘルパー2級にかわる研修講座の介護職員初任者研修を実施

し、支え手となる人材の育成・確保を目的としておりまして、平成31年度より実施してお

り、令和2年度は13名が受講しております。

また、令和2年度は資料番号の5、臨時交付金活用事業説明資料の9ページにも記載してお

りますが、この事業は臨時交付金を活用しております。
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資料番号4に戻りまして、97ページをお開き願います。

資料の12.高齢者等入浴無料券交付につきましては、予算 318万4,200円に対し、事業費

は208万5,745円となっております。

これにつきましては、対象者である70歳以上の高齢者と障害者の合計1,576名のうち、4

85名が無料券の交付を受けております。

交付率につきましては30.77％、利用率は19.7％、入浴施設につきましてはビュウ温泉の

とやさんでございます。

次に、決算書80ページ・81ページをお開き願います。

18節 負担金補助及び交付金、これは介護サービス利用者負担軽減事業でございます。

資料番号の4、説明資料は変わらず97ページ、13となりますが、事業費 665万6,673円で

す。

これにつきましては、社会福祉法人等が介護保険サービスに係る利用者負担額を軽減す

ることにより、低所得者で生計が困難である者及び生活保護者の生活の安定を図り、介護

保険制度の円滑な運営を図ることを目的とし、実施しております。

この事業につきましては、平成30年度からの事業で、特養いさりびに入所しているかた

43名が対象となっております。

資料の14.高齢者介護サービス事業会計負担金につきましては、事業費 1億1,327万円と

なっております。

これにつきましては、特養いさりびの経営安定化を図るための1億1,000万円と歳入、道

負担金の外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援費補助金 47万円を特養のいさりびへ

支出しているところでございます。

また、外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金として、280万円を支出しております。

決算書につきましては、78ページ・79ページに戻りまして、資料番号の4、決算資料は変

わらず97ページでございます。

資料の15.木古内町小規模多機能型居宅介護施設整備事業でございますが、事業費は1億

7,965万3,548円これの内訳につきましては、決算書12節 委託料の工事監理業務委託料が

293万7,000円、指定管理料が1,032万5,107円、14節 工事請負費 小規模多機能型居宅介

護施設建設工事費が1億5,483万6,000円、15節 備品購入費これにつきましては、小規模多

機能型居宅介護施設さくらの備品及び車両購入費として、計1,155万5,441円となっており

ます。

資料番号の4、98ページにつきましては、令和2年度の医療機関送迎バス利用状況を添付

しておりますので、ご参照いただければと思います。

次に、決算書は78ページ・79ページ、10節 需用費 声がけ訪問世帯配布用花購入費で

すが、資料番号の5.臨時交付金活用事業説明資料の8ページをお開き願います。

声がけ訪問世帯への花き配布事業費として9万400円、これは臨時交付金を活用しており

ます。

目的につきましては、これは花がもたらす心理的効果により、コロナウイルス感染症に

対する不安やストレスの緩和等を図ることを目的とし、声がけ訪問事業の世帯対象者へ花

を配布しております。配布世帯数は、226件となっております。

次に、不用額についてご説明いたします。
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決算書78ページ・79ページ、3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費、12節

委託料、資料番号は4、46ページ・47ページとなります。

不用額 821万3,693円につきましては、小規模多機能型居宅介護施設指定管理料の減と

除雪サービス事業委託料の減によるものでございます。

18節 負担金補助及び交付金 不用額 494万5,572円につきましては、高齢者等屋根の

雪下ろし助成事業補助金の減、介護サービス利用者負担軽減事業費補助金の減、介護従事

者待遇改善事業の減、介護認定審査会共同設置木古内町の負担金の減でございます。

19節 扶助費につきましては、不用額 256万8,060円につきましては、入所者措置費の

実績減となっております。

27節 繰出金ですが、不用額 500万1,166円につきましては、介護保険特別会計繰出金

の減によるものでございます。

続けて、在宅介護支援費についてですが、決算書の80ページ・81ページをお開き願いま

す。

3款 民生費、1項 社会福祉費、4目 在宅介護支援費につきましては、決算額 158万

3,642円、これは前年と同じ内容になっております。

以上で、歳出の説明を終わります。

廣瀬委員長 歳入、お願いします。

後藤主査。

後藤主査 続きまして、歳入を説明させていただきます。

決算書は、16ページ・17ページをお開き願います。

12款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金で

すが、129万1,200円につきましては、養護老人ホーム措置費負担金となっております。

決算書、18ページ・19ページをお開き願います。

13款 使用料及び手数料、2項 手数料、2目 民生手数料、1節 福祉手数料 41万5,0

00円ですが、これは除雪サービスの手数料となっております。

決算書、20ページ・21ページをお開き願います。

14款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、4節 介護保険低所得者保険

料軽減負担金 635万9,300円となっております。

決算書、24ページ・25ページをお開き願います。

15款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、5節 介護保険低所得者保険料軽

減負担金 310万5,350円となっております。

決算書、26ページ・27ページをお開き願います。

2項 道補助金、2目 民生費補助金、2節 老人福祉費補助金 4,657万7,773円となって

おります。

内訳につきましては、老人クラブ運営補助金が28万1,773円、介護サービス利用者負担軽

減事業補助金が198万7,000円、外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金こ

れが47万円、介護サービス提供基盤等整備事業補助金が4,383万9,000円となっております。

決算書、40ページ・41ページをお開き願います。

20款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入、保健福祉課のうち在宅サービスセン

ター管理収入が25万5,376円のうち23万4,040円、高齢者事業団維持管理負担金が5,280円、
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自動車重量税還付金が4万1,000円、雇用保険繰替金これは1,426円のうち、957円となって

おります。

以上でございます。

廣瀬委員長 ただいま介護福祉グループより説明をいただきました。

これより質疑に入ります。いかがでしょうか。質疑はありますか。

東出委員。

東出委員 4点くらいあるかな。まず、説明資料の97ページです。高齢者入浴無料券、説明

資料をいただいて見ているんですけれども、担当課としてこの券の配付が70歳以上が1,51

7人いて、実際使った人は3,700枚の利用率が19.7％というふうに資料出ていますよね。こ

れは、あなた達現課としてこの数字でこんなものだろうなと思っているのか、まだまだな

んとかして方法論を考えて増やしていきたいという思いがあるのか、その辺この辺の追求

をどういうふうにしているかということをお伺いしたいと思います。

それから、いさりびに対する負担金 1億1,327万なんですけれども、これは私ど忘れし

ているんですけれども、途中で1億円確か投入しましたよね。それは、この中にどうでした

か入っているのか、それもお伺いして再質問したいなと思います。

それから、今回先ほどの時も私言ったんですけれども、令和2年・3年はこのコロナの関

係で、臨時交付金対応していますよね、結構。それが今度次年度、今年度以降、例えば臨

時交付金で対応してきたものの中で、場合によっては一般財源でもやらなきゃならないも

のもあると思うんですよ。例えば、お年寄りに花束を配った総額で10万円とかありました

よね。だから、そういうお年寄りに喜ばれるような事業について、それからどうしても必

要なんだと臨時交付金で2年・3年は対応したんだけれども、以後、一般財源化してでもや

らなきゃならないものはやっていくのかどうなのか、その辺の見極めどうするのか、担当

課長としてまずどういう考えで今後進めていくのかということをお伺いしたいと思います。

それから、小規模多機能型施設の指定管理料 1,000万円ちょっとですよね。この辺も将

来的にはこれからの経営状況もあるだろうけれども、だいたいこの程度を見込んでいなが

ら、運営はことし4月からの運営になっているんですけれども、この辺将来展望です。例え

ば1,000万円でずっといこうとしているのか、時と場合によっては公設民営ですから、相手

方の考え方も考慮しながらやっていこうとしているのかどうか、その辺指定管理料に対し

て金額言ったのであれですから、委員長これだけ四つ。

廣瀬委員長 4点ですけれども、最初の入浴券に関しては、先ほどの説明で今年度より変え

た施策ということでやっていましたので、いま現在の利用率というのありましたので、再

度その辺も含めてお願いいたします。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず1点目の無料入浴券の件につきましては、先ほど概要説明の際

に説明させていただいたとおり、利用率がずっと低迷していたということで、令和3年度か

ら高齢者等福祉サービス利用券交付事業ということで、ハイヤーの利用もできる内容のも

のに拡充しております。交付の状況も前年のいまのところ2倍程度の交付状況になっており

ますし、利用率も高くはなっている状況にあります。この制度で今年度まず進めてまいり

たいというふうに思っております。

いさりびの資料の97ページの14の高齢者介護サービス事業会計負担金のほうに、いさり
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びの支援の金額が安定化の1億1,000万円の部分が入っているかということで、こちらのほ

うにはその1億1,000万円の部分が入っております。そのほかに外国人介護福祉人材育成事

業の補助金ということで280万円、それと外国人介護福祉候補者の受入施設の学習支援補助

金ということで、この47万円とあわせた1億1,327万円を高齢者介護サービス事業会計のほ

うに負担しているという状況です。

それと、コロナの臨時交付金の事業についてです。

資料番号5の1ページのほうに保健福祉課の分の事業としまして、8番目の声かけ訪問世帯

への花き配布事業、9番目の介護職員初任者研修事業、それと14番の布マスク配布事業、1

5番.町内イベント等における安全・安心確保事業、16番.新型コロナウイルス感染症対策医

療機関支援事業、17番の健康管理センター空調整備事業、以上の事業が保健福祉課の事業

となっております。

後半の14から17の事業につきましては、備品の購入ですとかあるいは布マスクの配布で

すともう既に配布を終えているということで、こちらにつきましては14から17番につきま

しては、今後の取り組みの必要は不要かなという認識でおります。

前段の8番目と9番目の声かけ訪問世帯への花き配布事業につきましては、今年度は予算

計上はしておりませんけれども、こちらにつきましては今後継続するかどうか含めて検討

していきたいなというふうに思います。

介護職員の初任者研修事業につきましては、前年度補助金の対象となりませんでしたの

で、こちらの臨時交付金にもあてはまる事業だということで、臨時交付金を使わせていた

だいております。令和3年度につきましても、この介護職員の初任者研修のほうは現在行っ

ておりまして、こちらにつきましては財源としましては、道の地域づくり総合交付金を活

用する予定となっております。

指定管理料につきましては、今年度2年度の支出が1,000万円強ということで、今後につ

きましては当面収支は赤字で推移するということで見込まれおりますので、その部分につ

きましてはしっかりと指定管理料ということで、支援してまいりたいということで、いま

3年度以降の見込みでいきますと現状の当初の積算では、だいたい令和3年度から5年度まで

が600万円から800万円の間の指定管理料というふうに見込んでいるところです。以上です。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 まず一つ目の入浴券の関係は、今年度からタクシーの券も一緒に配布というこ

とそれは私もわかっています。ただ、やはりそれをすることによって、今年度においては

良い結果が出ているということは、これ評価しておきたいなと思います。

ただ、その次のいさりびに対する負担金ですけれども、これは臨時議会で補正した分が

入って1億1,000万円になっているんだということで、そうするとある程度向こうは向こう

のいさりびはいさりびのほうで経営に専念しなさいよという担当課としてはそういう意気

なのかなと私想像するんですけれども、それはそれとしてこの件についてはまたいさりび

の時にやろうと思います。

それから今回、臨時交付金で対応されたものの中で、施設整備の関係はもうこれいいで

すよね。エアコンなんかも入ってしまったからいいんだけれども、やはり私思うのは、い

いものはソフト事業になっていくと思うんですよ。特にあなた達の場合、高齢者が行って

いたとかいろんなそういう人が相手なので、ここは時と場合によっては一般財源化してで
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もやはり私は進めて、これからどんどんどんどんお年寄り増えていくので、次年度以降は

ソフト事業をもうちょっと住民の声を聞きながら私は進めるべきだなと私はこのように思

うんですけれども、現課としてはその辺どう考えているか、その辺お伺いして。

指定管理料については相手方もあることなので、600万円から800万円ということは、約

400万から200万円減額してでも現状はそれでいこうというあなた達の考えは、それとして

理解します。ただ、そこは相手方もあることなので十分その辺協議して、どの辺が落とし

どころなのかという部分、早くこれから経営状況を見ながら進めていただきたいとこれは

要望にとどめておきます。以上、臨時交付金の一般財源の。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 臨時交付金の事業の一般財源化ということで、先ほど説明したと

おり、声かけ訪問世帯への花の配布事業というのが去年行った際に、やはり高齢者の方々

からとても嬉しいという声をよく聞いております。それで今年度、予算計上はできなかっ

たんですけれども、次年度に向けて実施に向けた検討を進めてまいりたいというふうに考

えております。

廣瀬委員長 ほかありますか。

安齋委員。

安齋委員 安齋でございます。

まず資料の4の96ページの一番上の高齢者屋根の雪下ろし等助成事業、その前の95ページ

の除雪サービス事業ということで、除雪サービス関係について、お尋ねしたいと思います。

一応確認なんですけれども、95の除雪サービス事業で事業費が124万円ということで、一

般会計の歳出のところでいうと79ページの真ん中辺の除雪サービス事業委託料 124万円と

いうことで、事業費と歳出がピッタリあっているので、これはそのまま出たものとかかっ

たものということでいいかと思います。

それと次の資料の4の96ページの高齢者屋根の雪下ろし事業、これが事業費が47万4,499

円ということで、一般会計のほうの歳出のほうの79ページの下から3番目のところが支出で

9万1,800円というのがあります。これが補助金の9万1,800円ということになっているかと

思うんですが、費用の3分の2を助成で、助成限度額が3万7,000円ということで、この中で

一般会計の収入のほうの19ページのところの真ん中辺のところに除雪サービス手数料 41

万5,000円ってあるんですが、これ絡みがあるものなのかということが一つと、それから絡

みがあるならこの41万5,000円がここの中には全く数字がわからないと。ここら辺の絡みの

ところと出入りの関係性を教えていただきたいんですけれども、お願いします。

廣瀬委員長 後藤主査。

後藤主査 ただいまの質問にお答えします。

まず、除雪サービス事業費の124万円につきましては、決算書の委託料の除雪サービス委

託料 124万円と同額ということで、これをもとに記載しております。

次に6番、高齢者屋根の雪下ろし助成事業につきましては、すみません、失礼しました。

先ほどの41万5,000円の部分につきましては、これは高齢者屋根の雪下ろし等の助成事業

ではなく、除雪サービス事業につきましての41万5,000円ということで、これは1月から3月

まで除雪サービス事業を利用する利用者からいただいているお金のほうになっております

ので、高齢者屋根の雪下ろし等の助成事業の内訳には入っていないというところが現状で
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ございます。つまり41万5,000円につきましては、資料の5の除雪サービス事業のほうにな

ります。利用者につきましては、83名となっておりますので、1件あたり5,000円の件数×

5,000円ということで、41万5,000円というところで理解していただければと思います。

以上でございます。

廣瀬委員長 資料番号4の96ページの高齢者屋根の雪下ろし等助成事業の内訳をもう一度。

後藤主査。

後藤主査 事業費 47万4,499円の内訳につきましては、会計年度任用職員1名分の賃金が

1月から3月の期間の報酬として、報酬が31万9,600円、共済費が5万9,099円、雇用保険料が

4,000円、補助金が9万1,800円の支出をしているというところでございます。以上でござい

ます。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時05分

再開 午前11時06分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 こちらの除雪サービス事業費につきましては、まず先ほど言いま

したように41万5,000円、これが5,000×83名分、これが利用者からいただく利用料という

ことで、1シーズンでいただくもの。それと、高齢者事業団のほうにこの事業をお願いして

いるんですけれども、そちらのほうには1件あたり1か月分を5,000円として、それを3か月

分予算計上をしております。プラスそれを超えた場合については、日割で積算した上で、

追加してい支出することとなっておりますが、概ねその3か月分の支出ということで、この

124万円を事業費として高齢者事業団のほうに支出しております。

廣瀬委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 79ページの委託料で介護職員の初任者研修委託料、これは例えば強いて言った

ら、介護職員不足は解消のための一つの研修っていうか事業なのかなっていうふうに。

昨年は13名受講して、その効果っていうかいろんな部分で解消された部分が解消ってい

う改善された部分が出てきたのか、従前と何もこういう研修をやったけれども、何も変化

がなかったっていうのか、その辺の受けたのはこういう事業で良い事業だからいいんだけ

れども、そのあとどうなったかっていうことが一番やはり効果として大事なのかなってい

うふうに思っていますから、その辺の追跡っていうか。既にどこかに例えば勤めて受講し

てっていうかたもいるだろうし、新たなかたもいるのかなと思うんです。その辺の実態も

しわかれば、教えてください。

廣瀬委員長 後藤主査。

後藤主査 ただいまの質問ですが、令和2年度につきましては、内訳としましては、木古内

町から6名、知内町から2名、福島町から5名、そのまた内訳としましては、いさりびから1

名、木古内町国保病院から1名、杉の木から2名、知内のしおさい園から2名、福島町の社会

福祉協議会から1名、福島の陽光園から1名、所属なしが一応5名となっておりますが、今回
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この初任者研修を受けた方々については、資格のないかたが受けているというところでご

ざいまして、何かしらの介護に従事している方達が今回、初任者研修事業を受けていると

いうところで、またレベルアップ・スキルアップという部分では、効果は一つあるのかな

というところでございます。あとの所属なし5名につきましては、町外からの参加となって

おりまして、その部分につきましてはいま現在どのような形でどこどこで勤務されている

のかというところは、追跡していない部分は現状ではございます。以上です。

廣瀬委員長 ほかありますか。

平野副委員長。

平野副委員長 平野です。

先ほど安齋委員からは数字の確認で聞いた事業なんですけれども、同じく委託料の79ペ

ージ、除雪サービス事業こちらいま課長の説明でもあったとおり、高齢者事業団への委託

料ということですけれども、令和2年については大変雪が多い年で、道路管理費の除雪代が

補正、補正で莫大な金額になった経緯がある年でした。その中で、すみません補正とかも

し途中でしていたらそのことも含めて教えてほしいんですけれども、当初予算より減額さ

れて計上された現状の高齢者事業団の人数確保も含めて、この委託料で町民の受けたい方

々へのサービスが全て賄えているのかどうなのかを教えていただきたいと思います。

その下段の訪問・外出支援サービス事業委託料については、これ今定例会で私一般質問

をした医療バスの関係では、鈴木町長がこのように社会福祉協議会でも送迎サービスはし

ておりますって言っていただいた事業なんですけれども、これは社会福祉協議会の人件費

換算ということでこの金額だと思うんですけれども、やはりやっている内容については、

担当課で把握していると思いますので、委託事業であっても内容を少し聞きたいと思いま

すけれども。外出支援サービスについては利用者が29名、実際社会福祉協議会は3名で実施

しているんですけれども、まずこの介護を必要とするかたで家族の支援を受けられないか

たっていう定義について教えていただきたいのと、はたしてこの29名以内のかたからも打

診があったり、定義に届かなくて受けられないものなのか、それとも人員が足りなくて受

けられないものなのか、そのような現状・状況を伺っていたら聞かせていただきたいと思

います。

あと、負担金補助金について同じく79ページの下段については、先ほど東出委員からも

質問あったように、高齢者の入浴無料券については、実際のところ何年もやったけれども、

なかなか成果が出ずことし変えたっていう経緯あると思うんですけれども、この雪下ろし

の助成の補助金についてもなかなかこれ開始した当時は高齢者へのサービスとして素晴ら

しいねっていう当議会からも話はあったんですけれども、実際の利用についてはなかなか

当初予算どおりに事業が成り立っていないっていう現状なんです。この説明資料を見ると

いま会計年度任用職員っていうことなんですけれども、この雪下ろしの当初の目的は、地

域の事業者に冬の仕事として承ってもらおうということで、商工会と連携して商工会の工

業部会で屋根の雪下ろしのできる事業者名簿を作って、それを町民に知らしめて、その事

業者に頼んだかたに助成金をやるっていうシステムだったと思うんですけれども、いま現

在の会計年度任用職員を使っている現状について、中身詳しくもう少し教えていただきた

いと思います。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。
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休憩 午前11時14分

再開 午前11時39分

廣瀬委員長 それぞれ、休憩を解き、会議を再開いたします。

後藤主査。

後藤主査 先ほどの質問に答えていきたいと思います。

まず除雪サービスにつきましては、民生委員さんのほうに各町内会ごと取りまとめてい

ただいて、実際何人除雪が必要なのかというところをまず私どものほうにいただいて、そ

れを名簿化しているところでございます。高齢者事業団のほうには委託をしているところ

でございますが、事前に町ときちんと協議をして実施するということで調整はさせていた

だいています。1件あたりの5,000円の分については、今年度から一応1,000円プラスという

ことで、6,000円という形で予算付けさせていただいているところでございます。

次に、訪問移送サービスにつきましてですが、まず移送サービスについては、こちらの

ほうからいま現在断っているというところはないんですけれども、対象者の審査基準とい

いうものを設けておりまして、その対象者がこの審査表に該当していれば利用できますよ

というところでお話はさせていただいているんですけれども、具体的にお話しますと本人

の状況をもちろん確認をしまして、疾病や障害があって1人で通院のほうが困難であるとか、

認知症等があり自分で通院できないとか、頻回に通院が必要なかたであったりとか、車の

乗降動作が不安定であるとか、もちろん歩行不可能なかたということと、あと家族、支援

者の状況についてですが、近くに支援者がいなかったりとか家族等が車の運転ができない

とか、同居をしているけれども支援が得られない状況、例えば日中仕事に行っている等そ

ういう部分も含めてということです。あと、公共交通機関についてもバスや列車のほうの

利用が困難であったりとか、階段の昇降が困難であった場合該当すると。あと4番に設けて

いるのが、いま一番これが大きいのかなというところですが、タクシーの利用です。個人

でタクシーの乗降に応じて見守りが必要かどうかというレベルが最終確認となります。

あとは、もちろん医療バスの利用が困難というところであれば、これらの審査基準に該

当すれば移送サービスを利用できるということで、こちらのほうで審査させていただいて

いるところでございます。

次、屋根の雪下ろしの助成についてですが、まず事業者につきましては、建設水道課の

ほうから建築及びそういう町内業者のほうの一覧の名簿をいただきまして、そちらのほう

にまず屋根の雪下ろしの助成をしているんですけれども、対応していただけるかどうかと

いうことで、文書のほうで依頼をして返答していただくような形をとっておりまして、昨

年につきましては2事業者のほうでできますよというところでご返事いただいて対応してい

ただいているところです。一応、もちろんＯＫしていただいた事業者につきましては、通

常の業務もありますしそこで逐一対応できるかどうかと言って、すぐできるという判断が

もちろんできない部分とかもあったりしますので、なかなか頼んでもすぐにしてくれない

とかというそういう町民からのお話とかもあったりしますので、今後につきましては事業

者以外でも登録できるような形で、今後対応していければなというところでただいま検討

中というところでございます。以上でございます。
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廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 まず除雪サービスの委託にしろ、訪問・外出支援サービスの委託にしろ、

審査をされているということは答えていただいたんですけれども、人が足りているのかど

うなのかってことなんです、問題は。例えば高齢者事業団もいまの件数以上受けられない

となれば、当然審査も厳しくなるんじゃないかなと想像するんです。これが例えば明確な

ルール決めをしていれば審査どうこう関係なく、このかたは適用者だからということで、

当然リストに入っていきますよね。でもそうなると対応仕切れないっていう実情があると

思うんです。外出支援サービスも一緒だと思うんです。私は、ルールとして例えば介護度

が何以上だとかそういうルール決めあるのかなと思ったら、いまの答弁聞く限りではなく、

担当者の判断ですよと。であれば、社協さんのいまの現状で3人でやられている仕事の容量

がとてもとても回らないと、これ以上人増やされたらできないよという現状なのでないの

かなって思うんです。そうなると審査は必然的にキツくなるのかなと感じているんですけ

れども、その辺の実情はどうですか。

それと、屋根の雪下ろしについては、ことしから一般のかたが登録できるっていう予算

委員会で説明をいただいたということでいま休憩中に聞きましたけれども、その範囲です。

これ要望になりますけれども、いまもこれまでの雪下ろしの助成については、事業者に

頼むと結構な金額、高額だったんです。いくら補助が出るとはいえ、自己負担も結構あっ

たんです。雪下ろしを大工さんだったり建設業さんだったり、知らない土地のそういう人

に頼むっていうのは、なかなか頼みづらいっていう現状もある中、結局地域の親戚だった

りご近所だったりに頼むっていう事例が多いんです。その際には高齢者のかたが心ばかり

のお礼を差し上げるっていう風習が結構目に付くんですけれども、例えばそういうところ

にも補助してっていう話にはならないと思うんですけれども、そういう現状があってそう

いう部分については、どういう課題として町として応援できるかっていうことを考えてい

ただきたいと今後っていう要望だけは伝えておきます。

廣瀬委員長 答弁お願いします。

吉川主任。

吉川主任 介護福祉グループの吉川です。よろしくお願いします。

訪問サービスと移送サービスの件に関しますと、基本独居のかたを対象にしたサービス

ですので、近年減ってきている状況なので、職員や高齢者事業団の団員さんが足りなくて

手が回らないっていうふうには認識しておりませんし、結局亡くなったり施設に入ったり

するかたが多いもので、除雪サービスのほうも10名や15名減っておりますし、声かけ訪問

のほうも減っています。65歳以上のかたに関してはご案内するんですが、まだ元気なので

不要だということなので、いまのところは対象者に対しては不足していると感じておりま

せん。以上です。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 担当課担当者が感じているっていうのは、そういう現状だということわか

りました。外出・支援サービスについてもそういう告知とか知らしめる何か案内されたり

とかは、されているんですか。これ最後にします。あと、独居老人っていうのはお一人限

定っていうことですか、ご夫婦でも良いということですか。そこも確認させてください。

廣瀬委員長 吉川主任。



- 22 -

吉川主任 移送サービスに関しては、病院に通院しているかたです、主に外出支援という

のは。主に声かけ訪問さんが回って歩いて、状況を見て大変そうですっていうお話をいた

だいて、介護のほうで調査して聞き取りして決定しています、ご家族の状況などを聞いて。

声かけ訪問のほうは、概ね独居ということですが、障害があって1人で不安なかたですと

か、あと高齢のご夫婦でも身内がそばにいないとかそういう臨機応変って言ったらあれで

すけれども、そんな感じで必ずしも独居というふうには決めつけておりません。以上です。

廣瀬委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 移送サービスの周知につきましては、基本的には介護等が必要な

かただとかという部分で、こういう利用の対象になるようなかたというのは、だいたいは

要支援だとか介護の認定を受けているかたということで、そうなりますと通常であればケ

アマネージャーだとかヘルパーさんとかというかたがいますので、その方々がこの制度を

わかっておりますので、その方々からそれぞれにこういう話を伝わっているというような

状況で、別個に改めて周知という形は行っていないという現状にあります。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかなければ、介護福祉グループの介護を終わります。

続いて、介護保険事業特別会計の説明を求めます。

後藤主査。

後藤主査 介護保険特別会計について、まず歳出のほうから説明させていただきます。

決算書は、18ページ・19ページをお開き願います。

なお、主な内容を説明させていただきます。

1款 総務費 決算額は、3,214万1,085円となっております。

これは主に、人件費と事務費となっております。

内容については、前年同様となっております。

また、介護認定審査会の状況につきましては、資料番号の4、108ページ・109ページに記

載しておりますので、ご参照いただければと思います。

決算書、24ページ・25ページをお開き願います。

2款 保険給付費 決算額は、6億4,318万9,052円となっております。

資料番号4、99ページをお開き願います。

主に、令和3年3月末の状況を説明させていただきます。

（1）介護保険事業運営状況について、①では第1号被保険者数の3年間の推移を記載して

おります。令和3年3月末では1,970人となっており、これは徐々に減少しております。

③は、要介護認定者数です。令和3年3月末では計433人、第1号被保険者の22％が認定を

受けております。

資料番号4、100ページをお開き願います。

2段目、⑥サービス受給者数について、令和3年3月末では居宅介護サービス受給者では、

205名のかたが在宅で介護サービスを受けており、認定者の約59％となっております。

地域密着型サービスにつきましては、グループホーム杉の木などを利用されているかた

で、町外も含め52名のかたがサービスを利用されております。

施設介護サービスにつきましては、合計93名で、介護老人福祉施設が67名、介護老人保
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健施設が11名、介護医療院が15名となっております。

右端のサービス受給者の計350名のかたが介護サービスを利用されております。

前のページで認定者433人のうち、約81％のかたがサービスを利用している状況です。

次に⑧は、町内施設の入所状況です。令和3年3月末では、いさりびの入所者が町内58名、

町外16名、あわせて74名となっております。

杉の木は、本館が2ユニットで18名定員、別館は9名定員でしたが、令和2年3月末に別館

が休止となりましたので、令和3年3月末の入居者は町内13名、町外5名、あわせて18名で満

員となっております。

次に資料番号4、101ページをお開き願います。

⑨保険給付費支払状況です。イ.平成31年度では合計6億1,867万2,000円で、前年から6,

280万円ほど増加しております。ウ.令和2年度でも合計6億6,515万7,000円で、前年から4,

648万円ほど増加しております。

資料番号4、102ページをお開き願います。

⑩主なサービス別支給状況です。左から令和2年度の実績件数、金額、計画数には第7期

計画の3年目の計画数、次に対計画比を記載しております。

総合事業では、訪問型・通所型あわせて、年433名のかたが利用されております。

訪問型サービスについては、対計画比で222万円ほどマイナスとなっております。

介護予防サービスの通所リハビリは、対計画比で82万5,000円ほどマイナスとなっており

ます。

3段目の居宅サービスでは、訪問介護・通所リハ・短期入所生活介護が計画値まで伸びて

いない状況で、逆に訪問看護・通所介護・特定施設入居者生活介護ではそれぞれ対計画比

では、2,966万円から2,872万円ほど実績が上回っております。

下段の施設では、特別養護老人ホームが約1,758万円計画より上回っており、介護老人保

健施設が約1,231万円ほど計画より少なくなっております。

決算書24ページ・25ページに戻りまして、2項・1目 高額介護サービス費 決算額は2,

152万8,660円、3項・1目 審査支払手数料 決算額は45万8,650円で、これは国保連合会へ

の審査支払い手数料として、前年同様の支出となっております。

続いて、地域支援事業費につきましては、西村主査より説明いたします。

廣瀬委員長 西村主査。

西村主査 西村です。

続いて、地域支援事業の主な内容を説明いたします。

決算書は、26ページ・27ページをお開き願います。

3款 地域支援事業費、1項 地域支援事業費、1目 介護予防・生活支援サービス事業費

は、2,198万8,507円支出しています。

主なものとしましては、人件費と介護予防にかかる費用となっております。

続きまして、決算書28ページをお開きください。

19節の負担金補助及び交付金で、訪問介護サービス費 471万6,467円、通所介護相当サ

ービス費 298万6,878円を支出しております。

資料番号4の110ページをお開き願います。

1.介護予防事業、（1）介護予防、生活支援サービス事業です。
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令和2年度は、訪問型サービスで295人、通所型サービスで138人の利用となっております。

次に、（2）一般介護予防事業、①介護予防把握事業につきましては、介護相談等を通じ

て包括支援センター職員で状況確認のため戸別訪問をしております。

②通所型介護予防事業です。

運動を楽しむ会につきましては、自主サークルとして17名のかたが参加登録をされて、

実施しております。

生きがい教室につきましても、閉じこもり予防、仲間作りや生きがい作りを目的に開催

しております。

また、30年度から頭のトレーニングや指先の運動を目的に健康マージャン教室を開催し

ておりましたが、令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

中止をしております。

（3）一般高齢者施策、①介護予防普及啓発事業です。

緊急事態宣言や感染症拡大防止のため実施ができなかったり、感染状況を見ながらの開

催となっております。

次に、資料番号4の111ページをお開き願います。

開催支援ですが、生活支援体制整備事業を社協に委託し、地域のかたが交流を目的に集

まるサロンの開催を行っております。令和2年度に関しましては、先ほど来、コロナ感染症

の影響もあって5箇所でのフォロー開催という形になっております。

次に、②地域介護予防活動支援事業です。

ふれあい農園では5月から11月にかけて、老人クラブ連合会により、じゃが芋、大根等を

栽培しておりましたが、芋植えの時期が緊急事態宣言下の中で行えず、9月に入ってから大

根植えのほうの実施を行っております。

決算書に戻りまして、28ページ・29ページです。

2目 包括的支援事業・任意事業費は、1,560万3,918円支出しております。

主なものとしましては、人件費と包括的支援等にかかる費用となっております。

次に、資料番号4の111ページに戻りまして、1.包括支援事業、（1）介護予防ケアマネジ

メント業務につきましては、予防給付ケアプランの作成を行っております。

要支援1・要支援2あわせまして、令和2年度は439件の作成となっております。

総合相談、支援業務は、昨年同様となっております。

以上です。

廣瀬委員長 後藤主査。

後藤主査 続いて、公債費からご説明いたします。

決算書は、32ページ・33ページです。

4款 公債費については、支出はありませんでした。

決算書、34ページ・35ページです。

5款 諸支出金につきましては、予算 435万9,000円、決算額 403万3,486円、第1号被

保険者保険料還付金が22万5,800円、国庫支出金等過年度分返還金が380万7,686円となって

おります。

歳出の合計は、7億4,632万2,081円となっております。

以上で、歳出の説明を終わります。
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廣瀬委員長 歳入、お願いします。

後藤主査。

後藤主査 続いて、歳入を説明させていただきます。

決算書、8ページ・9ページをお開き願います。

なお、主な内容を説明いたします。

1款 保険料 決算額 1億578万5,000円となっております。

資料番号4、103ページをお開き願います。

⑪保険料収納状況、ア、現年度分では令和2年度の所得段階ごとの状況を記載しておりま

す。収納額計は1億578万5,000円、収入未済額は68万9,200円、収納率は99.4％、普通徴収

の未納者は25名となっております。

3段目は、参考として平成31年度の収納状況を記載しております。

次に、イ、滞納繰越分保険料ですが、調定額 335万9,100円、収納額が44万4,000円、不

納欠損額が68万4,600円、未納額は223万500円、収納率が13.1％となっております。

資料番号4、106ページ・107ページ、これは滞納状況と不納欠損処分一覧表となっており

ます。

保険料の収納状況につきましては、以上でございます。

決算書8ページ・9ページに戻りまして、2款 分担金及び負担金から決算書14ページ・1

5ページ、9款 諸収入、3項 雑入、2目 返納金まで前年同様の内容となっており、3項

雑入につきましては、令和2年度は雇用保険繰替金と初任介護支援専門員ＯＪＴ事業謝礼で、

3万2,476円が歳入されております。

歳入全体の決算額は、7億6,939万2,807円となっております。

資料番号4、104ページをお開き願います。決算についてまとめております。

最初に歳入では、介護保険料や国庫支出金、繰入金、繰越金含め、合計で7億6,939万3,

000円、次に歳出では、総務費は人件費と事務費で、保険給付費は居宅や施設の保険者負担

分や高額介護サービス費、地域支援事業費は介護予防・包括的支援事業費で、合計②で7億

4,632万2,000円となっております。

資料番号4、105ページをお開き願います。

歳入歳出の差し引きＡは、歳入合計①から歳出合計②を差し引いた、2,307万1,000円が

翌年度に繰り越す金額となります。

Ｂ・Ｃ・Ｄで令和3年度中に、国庫負担金・道費負担金・支払基金の返還があります。

実質収支は（ア）で、614万9,000円となっております。

単年度収支としましては、（ア）の実質収支差引額 614万9,000円から前のページの

（イ）繰越金の2,799万2,000円それを差し引き、単年度収支は2,184万3,000円のマイナス

となっております。

以上でございます。

廣瀬委員長 介護サービス事業特別会計の説明を求めます。

西村主査。

西村主査 次に、介護サービス事業特別会計の説明を行います。

介護サービス事業特別会計の歳出は、決算書、介護サービス会計12ページをお開き願い

ます。
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1款 総務費 歳出合計 決算額 191万9,090円となっております。内容は、前年同様と

なっております。

次に、歳入です。

決算書、介護サービス会計8ページをお開き願います。

1款 サービス収入 歳入合計 決算額 191万9,090円で、歳入歳出同額となっておりま

す。

以上でございます。

廣瀬委員長 ただいま説明を終わりました。

質疑をお受けいたします。いかがでしょうか。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないようなので、保健福祉課所管の審査を終了いたします。

皆さん、どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後12時07分

再開 午後 1時00分

（２）税務課

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

税務課所管、よろしく説明をお願いします。

山下主査。

山下主査 税務課税務グループの山下です。私のほうからは、税務課所管分としまして、

個人町民税などに係る一般会計分と国保税に係る国保会計分について、説明させていただ

きますのでよろしくお願いいたします。

それでは、歳出から説明いたします。

決算書は、66ページ・67ページをお開きください。

2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費で、予算額 475万5,000円に対しまして、

決算額 426万8,688円となっております。

1節の報酬から11節 役務費までは、固定資産評価審査委員会委員報酬、職員普通旅費、

法規追録費、納税組合の集金時の現金取扱いに係る保険料となっており、例年と同様の支

出内容となっております。

12節 委託料ですが、令和2年度で増えたものとしまして、申告書等データ連携業務委

託料としまして、当町にて受けた確定申告書を国税連携システムを用いて電子データで引

き継ぐための費用 86万9,000円を支出しております。

以下、13節 使用料及び賃借料、18節 負担金補助及び交付金につきましては、国税連

携に関連するデータ処理システムとの専用回線使用料、軽自動車情報取得に係る使用料、

納税貯蓄組合補助金以下記載のとおりとなっておりまして、例年と同様の支出内容となっ

ております。

続きまして、2目 賦課徴収費になります。
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予算額 1,032万4,000円に対しまして、決算額 973万7,100円となっております。

8節 旅費につきましては、徴収事務についての研修旅費を計上しておりましたが、研

修が中止になったことなどにより予算の執行はありませんでした。

10節 需用費から次のページ、68ページ・69ページになりますが、11節 役務費につき

ましては、督促状などの印刷製本費やコンビニ収納に係る手数料などとなっており、例年

と同様の支出となっております。

12節 委託料につきましては、令和2年度で増えたものとして滞納管理システム導入業

務委託料 667万9,200円を支出しております。

18節 負担金補助及び交付金は、環境性能割取扱交付金としまして北海道へ納付する負

担金 9,275円を支出しております。

続きまして、決算書162ページ・163ページになりますので、お開きください。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、22節 償還金利子及び割引料 町

税等還付金 181万8,415円のうち税務所管分は、一番上の黒丸のところになりますが、法

人町民税から軽自動車税還付金まで記載のとおりとなっておりまして、あわせて165万9,1

13円が町税還付金となっております。

歳出は以上となっておりますので、引き続き歳入の説明に入ってよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

山下主査。

山下主査 それでは、歳入についてご説明いたします。

決算書は12ページ・13ページとなりますが、決算書に記載している税務課所管分の歳入

に関しましては、資料番号4の決算審査特別委員会説明資料に記載しておりますので、こ

ちらの資料にて説明させていただきたいと思います。

それでは、税務課分は資料の64ページになりますので、お開きください。

令和2年度町税等収納状況一覧表になります。

このうち、個人町民税から入湯税までが一般会計で歳入となる税目となっております。

税目ごとの予算額、調定額は記載のとおりとなっておりますので、主に収入額及び収納

率について税目ごとの計の欄にてご説明いたします。

まずは、個人町民税ですが、収入額は1億4,091万1,897円、不納欠損額は46万1,252円、

収納率は92.6％となっております。

次に、法人町民税ですが、収入額は3,052万1,200円、収納率は100％です。

続いて、固定資産税ですが、収入額は2億7,347万409円、不納欠損額 90万5,320円、収

納率は94.4％となっております。

続いて、国有資産所在市町村交付金につきましては、収入額は756万1,800円であり、収

納率は100％となっております。

次に、軽自動車税環境性能割です。

収入額は、登録車28台分の46万4,200円、収納率は100％です。

続いて、軽自動車税種別割になりますが、収入額は1,012万7,000円、不納欠損額 3万3,

300円、収納率は97％となっております。

次に、町たばこ税ですが、収入額は4,162万6,933円となっており、収納率は100％です。

続いて、入湯税です。収入額は105万1,050円となっておりまして、収納率は100％です。



- 28 -

一般会計に係る税の計としましては、①の一般税計の欄になりますが、現年課税分の収

入額は4億9,703万1,100円、収納率は対前年度比0.3％向上しまして99.4％、滞納繰越分に

つきましては、収入額は870万3,389円、不納欠損額は139万9,872円、収納率は対前年度比

5％向上し、26.1％となっております。

1款の町税につきましては、以上となっております。

続きまして、決算書のほうに戻りまして、18ページ・19ページになりますのでお開きく

ださい。

13款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務手数料のうち、上から四つ目の税務

証明手数料になりますが、所得証明書などの交付手数料で、収入額 16万6,700円、その

一つ下の町税督促手数料の収入額は、4万300円となっております。

次に、決算書28ページから29ページになります。

15款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、2節 徴税費委託金につきまし

ては、町道民税の納税義務者数に一定率乗じて交付される道民税徴収取扱費としまして、

563万2,132円収入しております。

続きまして、決算書36ページ・37ページをお開きください。

20款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、1目・1節 延滞金につきましては、32万5,

479円収入しており、2目・1節 過料は収入がありませんでした。

次に、5項・1目・3節 雑入の税務課所管分ですが、上から三つ目の黒丸になります。

土地精通者意見価格調書作成手数料としまして、1万2,350円収入しております。こちら

につきましては、税務署から町内の土地の評価額などについて照会された19件分の調査の

回答に対する収入となっております。

以上で、一般会計歳入の説明を終わらせていただきます。

引き続き、国保特別会計よろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

山下主査。

山下主査 それでは、国民健康保険特別会計、税務課所管分について歳出からご説明いた

します。

国保特別会計の決算書は、20ページ・21ページになりますのでお開きください。

1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費 予算額 1,041万9,000円、決算額は1,0

19万494円となっております。

この中で12節 委託料になりますが、滞納管理システム導入業務委託料の国保税に係る

分としまして、784万800円を支出しております。

ほか8節 旅費から11節 役務費及び18節 負担金補助及び交付金につきましては、賦

課徴収に関する消耗品、郵便料、渡島・檜山地方税滞納整理機構の負担金と例年同様の支

出内容となっております。

2目 納税奨励費は、予算額 13万7,000円、決算額 13万2,000円となっており、国保

税に関するパンフレットの購入費用で、前年同様の支出となっております。

決算書は、44ページ・45ページになりますのでお開きください。

9款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 一般被保険者保険税還付金、22節

償還金利子及び割引料は33万4,700円、2目 退職被保険者等保険税還付金につきまして



- 29 -

は、支出がありませんでした。

歳出の説明は以上となっておりますので、引き続き歳入のほうに入ってよろしいでしょ

うか。

廣瀬委員長 お願いします。

山下主査

山下主査 歳入について、ご説明いたします。

決算書は8ページ・9ページになりますが、こちらについても一般会計同様、資料にて説

明させていただきますので、資料番号4の決算審査特別委員会説明資料64ページをお開き

ください。

国保税につきましては、①の一般税計の下からになりますが、国保税一般、退職、そし

て国保税の計を記載しております。

②の国保税計の欄で説明させていただきますが、現年課税分収入額は8,539万636円、収

納率は95.7％となっており、滞納繰越分については収入額 761万9,221円、不納欠損額は

87万1,733円、収納率は18.6％となっております。

国保税を含む現年課税分、滞納繰越分をあわせました町税全体の収納状況は、④の合計

になりますが、調定額、収入額は記載のとおりとなっておりまして、収納率は90.2％で前

年度と比較しますと1.9％向上しているところです。

また、資料の次のページ65ページには、過去の収納状況としまして収納率の推移を参考

までに載せております。③の町税合計になりますが、現年課税分では対前年度比0.2％増

の98.8％、滞納繰越分は対前年度比4.6％増の22％、現年度分と滞納分の計では、前年度

と比較しますと1.9％向上し90.2％、不納欠損額は227万2,000円ほどとなっております。

次のページ66ページの上段には、納税方法別の収納状況となっておりまして、合計欄の

構成率になりますが、給与や年金からの特別徴収が全体の23.7％、納税組合での納付、口

座引落がそれぞれ10.9％、12.5％となっており、コンビニ・スマホアプリでの収納は7.7

％、窓口納付者が45.2％となっております。

同じく66ページの下段には、滞納整理機構の収納状況を、次のページ67ページには、不

納欠損処分について理由別ごとに掲載したものとなっておりますので、後ほどご参照願い

ます。

1款 国民健康保険税については、以上となります。

決算書に戻りまして、10ページ・11ページをお開きください。

一番上の科目になります。

2款 使用料及び手数料、1項 手数料、1目 督促手数料、1節 保険税督促手数料は、

2万6,500円となっております。

次のページ、12ページ・13ページになりますので、お開きください。

8款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、1目 延滞金、1節 一般被保険者延滞金は、

92万8,407円となっており、2節 退職被保険者等延滞金につきましては、収入はありませ

んでした。

続いて、次のページ14ページ・15ページをお開きください。

2項・5目・1節 雑入になりますが、渡島・檜山地方税滞納整理機構の過年度精算還付

金 17万199円となっております。これは、滞納整理機構の決算で余剰金が生じた分を翌
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年度に各町に案分し還付されるものとなっております。

国保会計における税に関する歳入は、以上となっております。ご審議よろしくお願いい

たします。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。

吉田委員。

吉田委員 吉田です。

町税のことで質問をいたしたいと思います。

軽自動車環境性能割とかってありますよね。その辺ちょっと軽自動車だから環境に優し

いっていう車であるんだけれども、ついこの頃農家もこれ軽自動車税に入ってくるのかな、

トラクターとかは。それで、いま新しいトラクターっていうのは、尿素を変えて環境に優

しいトラクターになってきているんですよ。こういう扱いっていうのは、別になっている

のか、そのままになっているのか、そこら辺教えてください。

廣瀬委員長 幅崎課長。

幅崎税務課長 吉田委員のいまのお尋ねですが、現在、令和2年度の決算に載せています環

境性能割、こちらのほうの税は主に農耕用だとかそういった作業用の車両を除く一般的な

通常道路を走る軽自動車ばかりで、いまのところ農耕用の環境に配慮した車両、こちらに

対する税制の軽減措置はございませんが、今後そういった環境に配慮したような法律の制

度改正があれば、同じように軽減されるかと思いますが、いまのところはそういった話は

出ておりません。

廣瀬委員長 吉田委員。

吉田委員 すみません、それはこれ町税なので町で決めるのかなと思ったんだけれども、

やはり国からの指導のもとになってくると。そこら辺たぶんこれ当たり前の話なんですけ

れども、トラクターもその機械を入れることによってすごい高くなっているんですよね。

維持費のことを考えるとやはりそのあとに尿素を入れるので、その部分も加味されると。

環境に優しいトラクターなのに、同じっていうのはどうかなっていうのが疑問にあった

もので、こういう質問になったんですよ。その辺は国の出方を十分見ながら、たぶん町と

してやっていくっていうのを聞いたので、よく聞かれるので、この辺やはり少し吟味して

いただきたいな、そして国に訴えていただきたいなというのもありますので、すみません

けれどもよろしくお願いします。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかになければ、私から1点だけ。

町税収納率いままでにない素晴らしい数字、99％っていう部分に驚いているんですけれ

ども、かなり努力されたのかなって思っております。

ほか質疑なければ終わりますけれども、よろしいでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 それでは、税務所管の審査を終了いたします。

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後1時19分

再開 午後1時26分

（３）町民課

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて町民課、説明をお願いいたします。

阿部課長。

阿部町民課長 町民課の阿部です。それでは、よろしくお願いいたします。

最初に現在出席しております、職員のご紹介をいたします。

まず、戸籍担当の吉澤主査です。次に、福祉年金担当の大山主査です。住民グループ住

民担当の敦澤（裕）主査です。国保担当の畑中主査です。

なお、担当説明員につきましては、説明が終了次第、受付業務がありますので、申し訳

ありませんが退席させていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、私のほうからまずはじめに、町民課の決算の概要について、少しだけご説明

いたします。

町民課所管の主要施策につきましては、令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策の事

業が主なものとなってございます。特別定額給付金事業並びに新生児エール事業の実施に

より、全ての町民に10万円が給付になってございます。あと、子育て世帯への臨時特別給

付金の給付事業では、15歳以下の児童に1万円が給付となってございます。

あと、失業者生活支援助成事業では、新型コロナウイルス関連で雇用保険が給付されな

いかたに10万円を助成をしてございます。

そのほか児童福祉施設等従事者支援事業、さらには子ども子育て支援交付金というもの

が町民課所管の事業となっております。

次に、国民健康保険特別会計ですが、歳入の総額が5億7,994万353円と歳出の総額につい

ては、5億3,496万6,663円となってございまして、差し引いた4,497万3,690円が令和3年度

への繰り越しとなってございます。

次に、後期高齢者医療特別会計ですが、歳入の総額が1億8,400万8,581円、歳出の総額に

ついては、1億8,286万5,019円となっておりまして、差し引いた114万3,562円が令和3年度

への繰り越しとなっております。

以上が、町民課の決算の主な事業の概要となってございます。詳細につきましては、担

当主査からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

なお、説明の順番については、決算書の順番であります戸籍担当、福祉年金担当、住民

担当、あと最後に国保担当ということで順番に行いますので、よろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 それでは、説明をお願いいたします。

吉澤主査。

吉澤主査 戸籍担当の吉澤と申します。よろしくお願いいたします。

私のほうからは、戸籍分・学童分にかかる決算について説明させていただきます。

まずは、戸籍分の歳出より説明させていただきます。
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一般会計決算書68ページ・69ページ、資料番号4のほうも68ページ・69ページになります

ので、お開き願います。

2款 総務費、3項及び1目 戸籍住民基本台帳費 予算額 2,204万8,000円に対し、決算

額 2,063万1,209円、執行率は93.6％となりました。

8節 旅費につきましては、コロナ感染防止のため、予定されていた研修会等の中止によ

り未執行となっています。

10節 需用費ですが、昨年は印鑑登録証を作成しましたので、例年より10万円ほど多く

執行されています。

11節 役務費は2,300円の執行で、前年の10分の1ほどになっています。

これは、資料番号4の69ページ、3の旅券申請件数でわかるように、コロナの影響による

申請件数の減のため、パスポートセンターへの郵送料が減ったことが要因となっておりま

す。

12節 委託料 1,298万4,660円で、戸籍・住民基本台帳システム改修委託料などのシス

テム関連の支出になっております。

次のページ、決算書70ページ・71ページになります。

13節 使用料及び賃借料 498万1,680円で、備考欄記載の各種機器の借り上げ料となっ

ております。

17節 備品購入費 39万9,300円は、パスポート交付時の読み取り機器の入れ替え費用と

なっています。

18節 負担金補助及び交付金 176万4,000円、前年比でいきますと118万6,400円の増と

なっております。

内訳は、函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金が7,000円、個人番号カード関連

事務交付金 175万7,000円です。こちらの交付金は、マイナンバーの通知カード及び個人

番号カード関連事務を委任しています、地方公共団体情報システム機構への支出でありま

す。全額国庫補助対象となっています。

こちらの科目については、不用額が生じておりまして、資料番号4の46ページ・47ページ

に記載されておりますとおり、119万4,000円の不用額が出ております。

予算のとり方としましては、国が想定するマイナンバーカード作成見込の分を予算確保

しておりますので、結果として3月末までの実績は国が想定する見込みよりも下回ったとい

うことで、不用額となったものになります。

続きまして、学童クラブ運営にかかる歳出につきまして、説明させていただきます。

一般会計決算書、90ページ・91ページをお開き願います。決算資料は、70ページとなっ

ております。

3款 民生費、2項 児童福祉費、3目 児童福祉施設費 予算額 561万9,000円に対し、

決算額 544万8,697円、執行率97％となりました。

1節 報酬 465万3,150円は、放課後児童支援員及び補助員の計5名に対する人件費です。

資料番号5の新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金関係になりますが、12ページの

記載になります。

こちら小学校の休校などによりまして、通常の開所時間よりも1日の開所時間が長くなっ

たことによる会計任用職員のすみません、資料のほうが日給となっておりますが、こちら
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時給で訂正をお願いいたします。申し訳ありません。時給分の増と月給支援員の定期昇給

分とあわせて、前年より20万円ほどの増となっております。

決算書に戻ります。

8節 旅費につきましては、研修参加旅費として予算計上しておりましたが、新規の支援

員の認定者がおりませんでしたので、こちらも執行がありません。

10節 需用費、11節 役務費は、昨年並みとなっております。

17節の備品購入費 5,676円は、図書購入費になっています。

ページが飛びますが、162ページをお開き願います。

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、町

民課所管分のうち下から二つ目、令和元年度子ども子育て支援交付金（学童）の国庫交付

額確定による返還金として、2万5,000円を支出しております。

歳出につきましては、以上になります。

続きまして、歳入についてご説明させていただきます。

決算書は、16ページ・17ページをお開き願います。

12款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金

のうち、学童保育利用者負担分としまして、125万3,100円となっております。

続きまして19ページ、13款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目及び1節 総務手数料

のうち戸籍所管分としましては、戸籍手数料で107万7,700円、住民票手数料 40万8,300円、

印鑑証明手数料 25万3,800円、三つほど飛ばしましてその他証明手数料、こちら8万2,20

0円となっておりまして、戸籍関連の総務手数料の合計は182万2,000円となっております。

続きまして、決算書20ページ・21ページをお開き願います。

14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目及び1節 総務費補助金のうち、個人番号カー

ド交付事業費補助金 175万3,000円につきましては、歳出の戸籍住民基本台帳費、19節

負担金補助及び交付金にて支出となっております交付金 175万7,000円へ全額充当されて

いる補助金となっております。

次に、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,112万1,000円のうち891万3,000

円が戸籍所管分で、こちらは戸籍・住民基本台帳システム改修委託料分の補助金となって

おります。

次に、2目 民生費補助金、2節 児童福祉費補助金 子ども・子育て支援交付金として

164万7,000円で、学童保育運営に係る総事業費から利用者負担金を差し引いた額の3分の1

が交付されております。

次に、22ページ・23ページになります。

3項 国庫委託金、1目及び1節 総務費委託金のうち、戸籍所管分としまして、中長期在

留者住居地届出等事務委託費 18万6,000円で、外国人21名分の異動に係る事務処理委託費

となっております。

続きまして、決算書26ページ・27ページをお開き願います。

15款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金、7節 児童福祉費補助金のうち、

子ども・子育て支援交付金として、164万7,000円となっております。

こちらも先ほどの国庫補助金と同様に、総事業費から利用者負担分を差し引いた3分の1

が交付となっております。
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決算書、28ページ・29ページになります。

15款 道支出金、3項 道委託金、1目及び1節 総務費委託金のうち、戸籍所管分としま

して福祉統計調査委託金 1万9,600円、旅券事務委託金 7万6,950円となっております。

続きまして、決算書39ページをお開き願います。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入の町民課所管分のうち最終項目、雇用保険繰替金

2万2,578円のうち7,621円が学童支援員分となっております。

以上で、歳入の説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 いま戸籍係のほうの説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なしなので、審査を終了いたします。

ご苦労様でございました。

廣瀬委員長 続いて、大山（格）主査。

大山（格）主査 町民課、大山でございます。

私のほうから、福祉年金担当所管決算について、ご説明させていただきます。

それでは、歳出よりご説明させていただきます。

決算書は、76ページ・77ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費でございます。

民生委員の項目でありまして、1節 報酬及び8節 旅費につきましては、令和元年の12

月の改選以降に、民生委員の途中欠員が生じておりませんので、民生委員推薦会委員報酬

と費用弁償の支出はありませんでした。任期は3年となっておりまして、次期改選は令和4

年12月と次年度となっております。

次に、11節 役務費、12節 委託料は、身元不明及び保護責任者がいない死亡人及び治

療を要する行旅病人の取り扱いがありませんでしたので、支出がありませんでした。

不用額 67万3,000円につきましては、資料4の47ページに不用額として記載しておりま

す。

18節 負担金補助及び交付金で、行旅病人等交通費 4万8,210円は、例年の6割程度の執

行となっており､コロナによる往来自粛が件数減少の主な要因と思われます。

内訳につきましては、資料4の71ページ、2番の送還保護費等支出状況に掲載してござい

ます。

同節、失業者生活支援助成金 10万円は、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金

事業で、資料5の10ページに記載してございます。相談のみが4件で、助成実績は1件となり

ました。

続きまして、19節 扶助費についてでございます。

資料の4、71ページ3番で、福祉灯油支給状況について掲載しております。

1世帯あたり1万2,000円で、47世帯に対しまして、合計56万4,000円を支出しております。

前年比では8件、9万6,000円の減でございますが、自然減及び施設入所により対象外とな

るなど、主に高齢者世帯の減少による減少となっております。

次に、2目 国民年金事務費です。

12節 委託料の88万5,500円は、2種類のシステム改修費となってございます。
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続きまして、88ページ・89ページをお開きください。

12目 特別定額給付金給付事業費です。あわせまして、資料は4の23ページをお開きくだ

さい。

全町民を対象に、1人10万円を給付した国庫事業で、昨年5月から8月までの3か月間で、

木古内町民4,014人中、4,003人に給付をしました。

12目 合計で、4億602万3,000円の執行額となってございます。

続きまして、決算書90ページ・91ページをお開きください。

2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費です。

令和元年度に、木古内町子ども・子育て支援事業計画を策定した会議であります、子ど

も・子育て会議をコロナにより開催を自粛したため、1節 報酬、8節 旅費の支出はあり

ませんでした。

12節 委託料では、児童手当のシステム改修費で47万3,000円、18節 負担金補助及び交

付金では、コロナの臨時交付金を活用し、新生児エール給付金 80万円と、児童福祉施設

等従事者慰労金を145万円を支出しております。

資料5の11ページをお開きください。

新生児エール給付金事業は、先ほどご説明した特別定額給付金事業の基準日を超えて、

令和2年4月28日以降に出生した新生児について同額を給付し、同世代の不公平感を解消し

た事業で、8人分、80万円を給付してございます。

また、児童福祉施設等従事者支援事業では、昨年4月・5月の緊急事態宣言下に、休校と

なった小中学校とは異なり、休業できない児童福祉施設等に勤務する職員に慰労金を給付

した事業で、職員29人分、145万円を給付してございます。

決算書90ページ・91ページに戻りまして、2目 児童措置費でございます。

12節 委託料については、2園の保育所運営費で6,193万9,040円、前年比では2,450万円

程度の減となっておりますが、これは国が定める保育料運営費の基準において、コロナ禍

において人件費が若干減少となったほか、入所児童数の減によるものでございます。

資料の4、72ページ、5番で保育所入所状況を記載してございます。

また、不用額 30万7,960円につきましては、資料の4、48ページ・49ページに不用額を

記載してございます。

19節 扶助費 児童手当につきましては、決算額 2,462万円、資料4の72ページ、6.児

童手当対象児童数の状況を記載しております。

ひとり親に対する児童扶養手当、障害児の親に対する特別児童扶養手当につきましては、

北海道から扶養者に直接支給されるため町の予算科目はありませんが、資料4、73ページ7

に対象者数を記載しておりますので、ご参照ください。

このページにおきまして、資料の訂正をお願いいたします。

資料番号4の72ページ、6.児童手当対象児童数の状況において、令和31年3月と記載して

ございますが、平成31年3月の間違いでした。申し訳ありませんでした。

決算書に戻りまして、92ページ・93ページをお開きください。

4目 子育て世帯への臨時特別給付金事業費です。

あわせまして、資料4の24ページをお開きください。

先にご説明の特別定額給付金と平行しまして、子どものいる世帯15歳以下の児童手当受
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給児童1人あたり1万円を給付した国庫事業で、271万円を給付してございます。

また、4目 合計378万9,000円の執行となってございます。

最後に、決算書162ページ・163ページをお開きください。

あわせまして資料4、73ページ8番で、過誤納還付金の内訳でございます。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、22節 償還金利子及び割引料の町

税等還付金のうち、黒丸、町民課で令和元年度子どものための教育・保育給付費国庫負担

金の返還金 4万1,575円、同じく道費が4万65円、これは保育所運営費にかかる補助金で、

その実績に基づく過不足精算による支出となってございます。

続いて、令和元年度子育てのための施設等利用給付費道費負担金の返還金 5,225円、同

じく国費が1万450円、これは、令和元年度に町外幼稚園に通った児童にかかる施設費用負

担にかかる補助金で、こちらも実績に基づく過不足精算による支出となっております。

最後に、令和元年度児童手当等国庫負担金交付額確定による返納金で、1万7,667円を支

出してございます。

歳出については、以上でございます。

続きまして、歳入をご説明させていただきます。

決算書は、16ページ・17ページでございます。

12款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金の

うち、保育施設利用者負担金 86万3,800円となっております。

令和元年の10月から幼児教育・保育の無償化により大きく減少となっているほか、コロ

ナにより令和2年4月中旬から5月末までの休園措置によりまして、利用者負担額の利用料を

減免してございます。

続きまして、決算書18ページ・19ページでございます。

14款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金です。

国民年金事務費として、164万1,402円が交付されております。

続きまして、決算書は20ページ・21ページでございます。

2節 児童福祉費負担金で、保育所運営費にかかる子どものための教育・保育給付費負担

金 3,026万26円、児童手当負担金 1,741万4,333円が交付されております。

次に、2項 国庫補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金で、年金生活者支

援給付金の取扱交付金としまして55万7,020円を収入しているほか、特別定額給付金にかか

る費用、事業費が4億30万円、事務費として572万3,236円を収入してございます。

続いて、2節 児童福祉費補助金で、子ども・子育て支援事業費補助金は、児童手当シス

テム改修費の国庫補助 31万5,000円を収入しているほか、子育て世帯への臨時特別給付金

にかかる費用、事業費として271万円、事務費として111万8,000円を収入しております。

続きまして、決算書22ページ・23ページでございます。

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

給事務取扱交付金で、5,556円が交付されております。

次のページ、決算書24ページ・25ページでございます。

15款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金で、民生

・児童委員活動費負担金は、158万1,080円が交付されております。

2節 児童福祉費負担金は、保育所運営費にかかる子どものための教育・保育給付費負担
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金 1,358万829円、児童手当負担金として391万666円が交付されております。

続いて、決算書26ページ・27ページでございます。

7節 児童福祉費補助金の多子世帯の保育料軽減支援事業補助金は、97万1,000円が交付

されております。

最後に、決算書38ページ・39ページでございます。

20款 諸収入、5項・1目・3節雑入の黒丸、町民課所管のうち、行旅死亡人等取扱費 1

9万円のほか、行旅人送還旅費の返還金 1万570円、過年度分の子どものための教育・保育

給付費の国費が33万9,980円と道費が16万8,655円を収入しております。

福祉年金所管の決算については、以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑なしなので、終了いたします。

ありがとうございました。

続いて、敦澤（裕）主査。

敦澤（裕）主査 町民課の敦澤です。よろしくお願いします。

私からは、町民課住民担当所管の決算について説明いたします。

住民担当の予算執行については固定的な経常経費になりますので、例年どおり執行され

ている予算について、節の説明は省略しますのでご了承願います。

歳出から説明します。

決算書、58ページ・59ページをお開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、4目 交通安全対策費は、予算額 434万7,000円に対し、

決算額 434万4,019円で、執行率99.9％となっております。

負担金補助及び交付金の交通安全監視塔解体撤去補助金については、みそぎ浜にありま

した交通安全監視塔の解体撤去に係る費用を木古内地区交通安全協会に補助したものとな

ります。

ほかについては、例年どおりの同様な支出となっております。

続きまして、決算書86ページ・87ページになります。

3款 民生費、1項 社会福祉費、8目 住民運動費です。

予算額 575万1,000円に対しまして、決算額 565万4,727円、執行率98.3％です。

1節 報酬 青少年問題協議会については、会議の開催にあたり各委員に協議事項等の事

前集約を行ったところ、新型コロナウイルス感染症の影響や協議案件の提出がありません

でしたので、会議を開催せず未執行となっております。

7節 報償費 北海道戦没者追悼式への遺族参加報償費については、新型コロナウイルス

感染症対策による参加者人数の制限や、当町における対象者の高齢化や減少により未執行

となっております。

8節 旅費 報酬費同様に北海道戦没者追悼式随行旅費についても同様の理由により、未

執行となっております。

普通旅費については、北海道消費者行政担い手セミナーに参加しております。

10節 需用費 花いっぱい運動及び消費者行政推進事業啓発用品については、例年どお
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りの執行となっております。

18節 負担金補助及び交付金についても例年どおりの執行となっておりますが、防犯灯

料金・設置・補修助成金の支出については、決算資料番号4の78ページをお開きください。

下段の令和2年度末ＬＥＤ防犯灯への更新率は80.72％となっており、前年から1.41％の

増となっております。

また、上段の電気料金補助額については、前年度比 45万6,000円の減額となっておりま

す。

続きまして、決算書92ページ・93ページをお開きください。

3項 災害救助費、1目 災害救助費については、令和2年度にり災者救護条例の対象とな

る事案が発生していないため、未執行となっております。

こちらについては、資料番号4、決算に伴う不用額一覧48ページ・49ページに掲載してお

ります。

48ページ・49ページの民生費、災害救助費、扶助費の30万円になります。

理由としては、災害が発生がなかったことによる減となっております。

続きまして、決算書98ページから101ページになります。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、3目 環境衛生費です。

予算額 2,210万1,000円に対し、決算額 1,960万4,793円、執行率88.7％です。

1節から18節までの畜犬、安行苑にかかる支出はほぼ例年どおりの執行となっております

が、8節の旅費については、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い予定していました会議、

セミナーが中止になったことにより、また13節の使用料及び賃借料の重機借り上げ料、漁

船借り上げ料は、漂着船などの事案が発生していなかったことにより未執行となっており

ます。

また、10節 需用費の燃料費にて、燃料単価が当初見込みより高騰しなかったことなど

により不用額が発生しております。

こちらも資料番号4の決算に伴う不用額一覧、48ページ・49ページのほうに記載しており

ます。

18節の負担金補助及び交付金の空家等解体除去補助金については、資料番号4の主要な施

策等説明資料26ページをお開きください。

令和2年度実績は11件の申請があり、うち費用の2分の1補助件数は4件で201万8,000円、

60万円の上限補助件数は7件で420万円、合計621万8,000円の補助金を支出しております。

次に、決算書100ページから101ページになります。

2項 清掃費、1目 清掃総務費です。

予算額 1億4,854万7,000円に対し、決算額 1億4,836万4,210円、執行率99.9％です。

例年どおりの執行となっておりますが、8節の旅費については、新型コロナウイルス感染

症の流行に伴い予定していた会議が中止となったため未執行となっております。

18節 負担金補助及び交付金の内訳については、決算資料番号4、76ページに記載してお

ります。

続きまして、2目 ごみ処理費です。

予算額 3,526万8,000円に対し、決算額 3,497万6,680円、執行率99.2％で、ごみ処理

費の執行については、10節の需用費から12節の委託料までは例年どおりの執行となってお
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ります。

11節の役務費の廃棄物処分料につきましては、家屋を解体した際に出たと思われるがれ

きが不法投棄されており、アスベストが含まれている可能性があったことから、早急に処

分するため、予備費から充用しております。

12節 委託料 指定袋等交付委託料の内訳については、決算資料番号4、77ページに記載

しております。

以上で、歳出の説明を終わります。

次に、歳入について説明いたします。

決算書、16ページから19ページです。

13款 使用料及び手数料です。

1項 使用料、2目 衛生費使用料、1節 保健衛生使用料については、決算資料番号4、

75ページの5をお開きください。

当町の令和2年度の実績は62件となり、うち7件は生活保護受給世帯ですので、町外を含

めた55件分で56万7,000円、知内町の使用料57件分の57万円をあわせ、合計113万7,000円が

使用料として収入されています。

決算書に戻ります。18ページから19ページをお開きください。

2項 手数料、3目 衛生手数料です。

1節 保健衛生手数料 811万6,000円の収入は、し尿浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業

の許可手数料として1万500円の収入と、ごみ処理手数料の収入が753万9,025円となってお

ります。

決算資料番号4、77ページをお開きください。

ごみ処理手数料の内訳については、中段に記載しております。ゴミ袋の販売金額は、平

成31年度より67万3,400円減少しております。

決算書に戻ります。

2節 畜犬手数料は、新規登録7頭で2万1,000円、狂犬病予防注射済票交付手数料74頭分

で、4万700円の収入となっております。

次に、決算書24ページ・25ページをお開きください。

15款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金です。

1節 社会福祉費補助金のうち、消費者行政推進事業補助金 10万円が住民担当所管の補

助金となります。

この補助金につきましては、特殊詐欺被害防止に向けた街頭啓発事業で配布する啓発グ

ッズ購入費に充当しております。

決算書、28ページ・29ページです。

15款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金です。

1節 総務費委託金のうち、道公害防止委託金 1万5,000円が住民担当所管の収入となり

ます。

次に、決算書36ページ・37ページです。

20款 諸収入、4項 受託事業収入、1目 衛生費受託事業収入です。

1節 安行苑使用受託収入 415万471円は、安行苑の年間維持運営経費にかかる知内町の

負担分で、決算資料番号4、75ページの6に記載しております。
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知内町からの運営経費は、人口割 227万6,065円、利用割 187万4,406円となっており

ます。

決算書に戻ります。

5項・1目・3節 雑入、町民課分の38ページ・39ページの雇用保険繰替金 2万2,578円の

うち、1万4,957円が住民担当所管の収入となります。

以上で、歳入の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。

廣瀬委員長 ただいま所管の説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ありませんので、審査を終了いたします。

ご苦労様でございます。

続いて、国保特別会計の説明をお願いいたします。

畑中主査。

畑中主査 国保担当の畑中です。よろしくお願いいたします。

私のほうからは、国保会計・後期会計、そして一般会計の重度・ひとり親・乳幼児の医

療助成分についてご説明をさせていただきます。

説明順としましては、最初に国保会計、そして一般会計の国保分、次に後期会計、一般

会計の後期分、最後に一般会計の重度・ひとり親・乳幼児の医療助成分の順番でご説明を

させていただきます。

それでは、国民健康保険特別会計からご説明をさせていただきます。

国民健康保険特別会計につきましては、税務担当から説明がありました税務所管分以外

について、ご説明をさせていただきます。

それでは、歳出からご説明させていただきます。

国民健康保険特別会計決算書、18ページから21ページのほうをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費になります。

予算額 2,155万円、決算額 2,077万4,788円でございます。

主な内容としましては、国保担当の人件費関係となっているほか、12節 委託料につき

ましては、マイナンバーカードの保険証利用に対応するためのシステム改修費としまして、

オンライン資格確認等対応システム改修業務委託 158万4,000円を支出しております。

なお、新型コロナウイルス感染症流行の影響によりまして、職員の研修及び会議等の中

止に伴いまして、旅費の支出はございませんでした。

また、18節 負担金補助及び交付金のオンライン資格確認等システム運営負担金ですが、

こちらも保険証利用が4月開始予定が10月に延期されたことによりまして、支出はございま

せんでした。

続きまして、決算書の20ページ・21ページでございます。

2目 連合会負担金です。

予算額 94万8,000円、支出済額 94万25円でございます。

こちらは、北海道国民健康保険団体連合会などのシステム等の負担金となってございま

す。

続きまして、同じく20ページ・21ページでございます。
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3項 運営協議会費、1目 運営協議会費でございます。

予算額 19万2,000円、決算額 5万9,610円でございます。

こちらは、国民健康保険運営協議会委員の報酬や研修旅費などとなっております。

令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、委員研修会

が中止となっております。旅費の支出がございませんでした。

続きまして、決算書の22ページ・23ページをお開きください。

4項 趣旨普及費、1目 趣旨普及費になります。

予算額 22万8,000円、支出済額 22万8,000円でございます。

こちらは、被保険者への通知等に係る郵便料となってございます。

続きまして、決算書24ページ・25ページをお開きください。

こちら、2款の保険給付費でございます。

こちらにつきましては、決算審査特別委員会説明資料でご説明させていただきます。

資料番号4の80ページをお開きください。

こちらにつきましては、国民健康保険の世帯数・被保険者数の推移についてご説明して

ございます。

平成30年度から令和2年度までの表となってございます。

世帯数と被保険者数ともに年々減少してございます。

令和2年度末現在で、国民健康保険の加入世帯数は663世帯、被保険者は944名となってご

ざいます。そのうち65歳から74歳までの前期高齢者、こちらは536人となっておりまして、

令和2年度末では割合は56.8％という状況でございます。

続きまして、資料番号4の81ページをお開き願います。

こちらにつきましては、療養給付費・療養費・高額療養費等の負担額の比較表でござい

ます。

左側に療養給付費と記載している項目でございますが、令和2年度の合計額は2億7,087万

9,393円で、前年度より4,000万円ほど減額となってございます。

次の段の療養費、こちらは417万8,833円ということで、前年度より200万円ほど減額とな

っております。

3段目、高額療養費こちらにつきましては4,128万6,992円ということで、前年より290万

円ほど減額となってございます。

それ以降の高額介護合算療養費、移送費については、令和2年度は実績はございませんで

した。

医療費の合計は3億1,634万5,218円で、前年度より4,500万円ほど減額となってございま

す。

出産育児一時金は0円となってございます。

葬祭費については、7件で21万円ということでございます。

減額の主な要因としましては、被保険者数の減少に伴う医療費の減少となってございま

す。

それでは、決算書のほうに戻らせていただきます。

決算書の28ページ・29ページをお開きください。

続きまして、3款の国民健康保険事業費納付金でございます。
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予算額 1億2,452万5,000円、決算額 同額でございます。

こちらは、北海道が定めます納付金算定方法に準じまして、北海道へ納付するものとい

うふうになってございます。

決算書の30ページ・31ページをお開きください。

4款 共同事業拠出金でございます。

予算額 1,000円、決算額 75円ということでございます。

続きまして、32ページ・33ページをお開きください。

こちらは、5款 財政安定化基金拠出金でございます。

こちらは、予算額 1,000円、決算額 333円となってございます。

続きまして、決算書34ページ・35ページをお開きいただきたいと思います。

こちらにつきましては、6款 保健事業費、1項 特定健康診査等事業費、1目 特定健康

診査等事業費でございます。

予算額 725万4,000円、決算額 634万3,900円でございます。

主なものとしましては、特定健康診査の委託料及び特定健康診査に関連しますデータ管

理委託料としまして278万6,085円、また特定健康受診率向上支援等共同事業負担金として

318万6,590円となってございます。

特定健診の状況につきましては、資料番号4の82ページをお開きください。

82ページの一番下、6番目でございます。こちらに記載しているとおりの状況でございま

す。

続きまして、決算書34ページ・35ページにお戻りいただきたいと思います。

2項 保健事業費、1目 疾病予防費でございます。

予算額 265万5,000円、決算額 174万1,459円でございます。

主なものとしましては、健康家庭表彰記念品または被保険者健康づくり事業として実施

しましたパークゴルフ大会や、そのほかにインフルエンザワクチン接種などがございます。

各保健事業の実施状況につきましては、先ほどと同じく資料番号4の82ページをご覧くだ

さい。

1番目の健康家庭表彰につきましては、昨年度につきましては、10世帯で27万円でござい

ます。

インフルエンザワクチンにつきましても記載のとおり、ワクチン購入接種費用で64万2,

400円、パークゴルフ大会につきましては9万9,887円、高齢者スポーツ大会は新型コロナウ

イルスの影響で中止になってございます。

それでは、また決算書のほうに戻らせていただきます。

それでは、決算書の36ページ・37ページをお開きください。

6款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業費、1目 保健指導事業費でございます。

予算額 2,750万4,000円、決算額 2,685万1,095円で、健康管理センターの運営にかか

ります人件費が主な支出ということになってございます。

主に増減の大きかったものとしましては、13節の使用料及び賃借料 健康管理システム

リース料 73万8,720円でございます。

一昨年の9月からということで、契約をしてございます。それで、昨年は12か月分の契約

ということで、昨年よりも30万円ほど増額となってございます。
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続きまして、2目 施設管理費でございます。

予算額 1,057万6,000円、決算額 937万2,840円です。

健康管理センターの維持管理費でございます。

前年比で増減が大きかったものとしましては、委託料の駐車場の除雪委託料でございま

す。前年度より26万円ほど支出が増えてございます。

また、14節の工事請負費でございます。

健康管理センターの冷暖房取付工事を行いましたので、294万8,000円が増額というふう

になってございます。

こちらにつきましては、資料番号5、臨時交付金活用事業説明資料の15ページのほうに記

載してございます。

こちらのほうに記載してございますので、ご参照いただければと思います。

続きまして、決算書に戻らせていただきます。

決算書の40ページ・41ページをお開き願います。

7款 基金積立金、1目 国民健康保険事業基金積立金でございます。

こちら予算 1万1,000円、決算 1万円ということで、基金の利子収入分の積み立てでご

ざいます。

決算書、42ページ・43ページでございます。

8款の公債費でございます。こちらは、予算執行ございませんでした。

続きまして、決算書44ページ・45ページでございます。

9款の諸支出金でございます。このうち、国保担当で該当するものにつきましては、5目

特定健康診査等負担金償還金 45万2,000円、6目 保険給付費等交付金償還金で994万3

79円でございます。これにつきましては、それぞれ前年度の負担金等の確定に伴いまして、

精算及び返還をしたものとなってございます。

決算書の46ページ・47ページをお開きください。

こちらにつきましては、2項の延滞金、こちらは予算執行ございません。

3項 繰出金、こちらにつきましては特別調整交付金で受けた直営診療施設分につきまし

て、国保病院会計へ繰り出しをしたものでございます。

48ページ・49ページでございます。

予備費でございますが、こちらも執行はございません。

歳出の説明は、以上でございます。

続いて、歳入の説明をしてよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

畑中主査。

畑中主査 それでは、同じく国民健康保険特別会計の今度は決算書10ページ・11ページを

お開きください。

3款の国庫支出金、1項 国庫補助金、2目 社会保障・税番号システム整備費補助金でご

ざいます。

予算額 158万4,000円、収入済額 同額でございます。

こちらは、歳出の総務費でご説明しました、システム改修委託料の助成となってござい

ます。
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続きまして、3目の災害等臨時特例補助金でございます。

こちらは、収入済額が202万9,000円でございます。

こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したかたの国民

健康保険税を減免する制度の分の減免分の補助金となってございます。

続きまして、4款 道支出金、1項 道負担金、1目 保険給付費等交付金でございます。

予算額が4億2,766万6,000円、決算額 3億5,740万9,965円でございます。

そのうちの1節 保険給付費等普通交付金につきましては、前年度と比較しまして1,600

万円ほどの減額となってございます。

減額の主な要因としましては、歳出でありました保険給付費、医療費が前年度より減額

となっておりますので、その分減少しているものです。

2節の保険給付費等特別交付金でございます。

こちらの詳細につきましては、資料番号4の79ページをお開きください。

1段目の表の保険者努力支援分につきましては、243万4,000円の増額となっております。

2段目の表の特別調整交付金につきましては、179万8,000円の増額となっているところで

ございます。

3段目、道繰入金こちらにつきましては、43万6,000円の減額ということでございます。

詳細の内訳につきましては、それぞれの項目、資料でご確認いただければと思います。

それでは、また決算書のほうに戻らせていただきます。

決算書、10ページ・11ページでございます。

5款の財産収入でございます。

こちらにつきましては、収入済額が1万円ということで、基金の利子収入でございます。

6款の繰入金でございます。

こちらにつきましては、1項・1目 一般会計繰入金でございます。

こちらにつきましては、収入済額が1,751万5,143円ということでございます。

こちらにつきましても、先ほどの説明資料4の79ページをお開きいただきたいと思います。

79ページの下段のほうにございます。

繰入金の内訳書でございます。こちらのほうをご参照いただければと思います。

続きまして、1節の保険基盤安定繰入金保険料軽減分でございます。

こちらは、決算額が1,751万5,143円です。

こちらにつきましては、軽減対象の被保険者数及び世帯数の減少に伴いまして、保険税

軽減分の軽減対象額が減少しているというところでございます。

2節の保険基盤安定繰入金保険者支援分でございます。

前年度に比べまして、約20万円ほど減額となっております。

こちらは、軽減対象の被保険者数が減少したことによるものとなってございます。

続きまして、3節の出産育児一時金等繰入金、こちらは対象者がいないということで、0

円となってございます。

4節 財政安定化支援事業繰入金、こちらにつきましては予算額 818万円でございます。

こちらは、前年度より150万円ほど減額となっております。

5節 その他一般会計繰入金でございます。

こちらは、前年度より500万円ほど増額となっております。
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次、7款 繰越金でございます。

収入済額が4,514万4,801円でございます。

続きまして、8款 諸収入でございます。

諸収入のうち、1項 延滞金加算金及び過料、及び2項 預金利子については、収入はご

ざいませんでした。

国保分については、以上でございます。

続きまして、一般会計の国保分をご説明してもよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 事務局から言っていると思うんですけれども、通常年との違い、若しくは不

用額が大きいものを中心に説明してもらえれば。

畑中主査。

畑中主査 それでは、一般会計の国保会計ご説明させていただきます。

それでは、一般会計決算書の76ページ・77ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、27節の繰出金でございます。

こちらは、国民健康保険特別会計に繰り出しをしているものでございます。

こちらも説明資料4の79ページ下段に記載しているものでございます。

続きまして、歳入のほうご説明いたします。

決算書、20ページ・21ページをお開きいただきたいと思います。

14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

金でございます。

こちらは、収入済額 492万4,825円でございます。

こちらにつきましては、保険基盤安定制度によりまして、基準額の2分の1を国が支援す

るものとなっているものでございます。

同じく、決算書24ページ・25ページでございます。

15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

ございます。

こちらにつきましては、収入済額 1,559万8,769円でございます。

こちらも保険基盤安定制度によりまして、国民健康保険税の低所得者に対する保険税の

軽減分の基準額の4分の3、また保険者支援分の基準額の4分の1北海道が支援するものとな

ってございます。

一般会計分の国保分は、以上でございます。

廣瀬委員長 所管の説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。

東出委員。

東出委員 課長、やはりこの決算審査に臨むにあたって、あなた自身は主査の仕事を見て

あげる必要があると私思うんですよ。だから、そんな中でやはりきょうのこの計数には関

係ないけれども、議事進行にどうしたら協力していけられるかということを前もって主査

と話し合うべきだなと私個人的に思うんですけれども、大変申し訳ありません。計数じゃ

なくて、そういうことです。

廣瀬委員長 要望ということで。

そのほか質疑は。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なければ、所管の審査を終了いたします。

続いて、後期高齢のほうを説明お願いいたします。

畑中主査。

畑中主査 それでは、後期高齢者特別会計について、ご説明させていただきます。

それでは、説明資料4の80ページをお開きいただきたいと思います。

こちらの表の一番下でございます。こちらが後期高齢者の医療制度の被保険者数でござ

います。

令和2年度末で、前年度より減少しまして、1,097人となっているところでございます。

また、資料番号4の83ページをお開き願います。

こちらにつきましては、療養給付費等の前年度との比較となってございます。

合計で、費用額に関しましては、3,900万円ほどの減額と。保険者負担につきましては、

2,700万円ほどの減額となっているところでございます。

それでは、決算書をご参照ください。ご説明させていただきます。

決算書の14ページ・15ページでございます。

1款 総務費、1項 総務管理費でございます。

こちらは、税制改正に伴いましてシステム改修 126万5,000円を行っております。

2項の徴収費でございます。こちらは、昨年と大きな変更はございません。

続きまして、決算書16ページ・17ページをお開きください。

2款 保健事業費、1項 保健事業費でございます。

こちらにつきましては、昨年度と違うところにつきましては、13節の委託料の関係でご

ざいます。

健康診断の受診者の増加によりまして、39万6,000円ほど増加しております。

また昨年度、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ受診者数が回復したというところ

でございます。

続きまして、決算書の18ページ・19ページをお開きください。

3款 後期高齢者医療広域連合納付金でございます。

前年度と比較しまして、900万円ほど増額となっております。

こちらにつきましては、広域連合のほうで見込額を算定して請求が行われるというもの

でございます。

続きまして、決算書の20ページ・21ページをお開きください。

4款の諸支出金及び、22ページ・23ページになります予備費、諸支出金につきましては保

険料の還付が発生してございましたが、予備費については執行はございません。

歳出については、以上でございます。

続きまして、歳入をご説明いたします。

決算書の8ページ・9ページをお開きください。

1款 後期高齢者医療保険料、1項 後期高齢者医療保険料でございます。

収入済額が5,418万3,800円となっております。

こちらにつきましては昨年度、保険料の改定が行われたことから200万円ほど増額となっ

てございます。
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2目 普通徴収保険料の現年度分、滞納繰越分のところでございます。

こちらにつきましては、資料番号4の84ページをお開きください。

令和2年度につきましては、行方不明者1名分の不納欠損処理をしてございます。

保険料 4,900円と督促手数料 900円、あわせて5,800円を不納欠損処分しているもので

ございます。

2款 使用料及び手数料については、特に変わりございません。

4款 繰越金でございます。前年度より300万円ほど増額となっております。

こちらにつきましては特定健診の関係費用、またはシステム改修等によって増額したも

のとなってございます。

続きまして、2目・1節 保険基盤安定繰入金でございます。

こちらにつきましては、決算額 667万2,141円です。これは、軽減対象額の増加による

ものでございます。

続きまして、3目・1節の療養給付費負担金繰入額でございます。

こちらにつきましては、前年度より700万円ほど増額となっております。

要因につきましては、医療給付費見込額が増額したことによります。

続きまして、4款 繰越金、5款 諸収入につきましては、特に大きな変更はございませ

んでした。

決算書の10ページ・11ページをお開きください。

3項の雑入でございます。

こちらは還付が発生したため、広域連合から還付されたものでございます。

10款 国庫支出金については、システム改修の一部が国庫補助金として助成されたもの

でございます。

続きまして、一般会計の分をご説明してよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 どうぞ。

畑中主査。

畑中主査 それでは、一般会計に関係します後期分の分をご説明させていただきます。

決算書の88ページ・89ページでございます。

3款 民生費、1項 社会福祉費、11目 後期高齢者医療費、28節 繰出金でございます。

こちらが後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。

内訳につきましては、先ほどご説明しました事務費繰入金や保険基盤安定繰入金、療養

給付費負担金などが内訳でございます。

歳出は以上でございます。

歳入について、ご説明いたします。

決算書の24ページ・25ページをお開きください。

15款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、4節 後期高齢者医療負担金でご

ざいます。

こちらについては、収入済額が2,144万3,335円ということになってございます。

低所得者に対します保険料軽減分の4分の3を北海道が負担するものというものでござい

ます。

一般会計分につきましては、以上でございます。
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廣瀬委員長 所管の説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なければ、審査を終了いたします。

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 午後2時44分

再開 午後2時45分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

畑中主査。

畑中主査 それでは、最後でございます。ご説明させていただきます。

一般会計の決算書、84ページ・85ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、6目 心身障がい者ひとり親家庭等医療費でございます。

決算額 1,472万617円でございます。

こちらにつきましては、資料番号の4の46ページ・47ページをお開きください。

こちらは、民生費、社会福祉費の心身障がい者ひとり親家庭等医療費の扶助費というこ

とで、400万円ほどの不用額が出て不用額が出てございます。これは、見込みが少なかった

ことによる減となってございます。

同じく決算書に戻りまして、86ページ・87ページでございます。

7目 乳幼児医療費で、決算額 619万7,825円でございます。

こちらも先ほどと同様、説明資料4の46ページ・47ページをお開きください。

こちらにつきましても、①番最後の段でございます。

187万円ほどの不用額が出てございます。こちらも見込みよりも少なかったことによる減

額でございます。

また、資料番号4の85ページをお開きください。

こちらには、各医療制度の受給者数の推移を記載してございます。

令和2年度では、重度医療受給者が125名、ひとり親の医療受給者77名、乳幼児医療は25

8名でございます。

同じく、資料番号4の86ページをお開きください。

こちらに各医療の給付状況を記載してございます。

歳出については、以上でございます。

続きまして、歳入についてご説明させていただきす。

決算書の24ページと25ページをお開きください。

15款 道支出金、2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

庭等医療費補助金から、6節の乳幼児医療事務費補助金までは歳出でご説明しました、各医

療並びに事務費に対する補助金となってございます。

続きまして、決算書の36ページ・37ページをお開きください。

20款 諸収入の雑入でございます。
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37ページの下に町民課の分が記載してございます。

高額療養費の繰替金及び次のページ、38ページ・39ページの上段、ひとり親家庭等医療

費の返還金、同様に事務費の返還金でございます。

こちらにつきましては、過誤が発生したということでございまして、町へ返還されたも

のとなってございます。

説明は、以上でございます。

廣瀬委員長 説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないということなので、審査を終了いたします。

町民課の皆さん、ご苦労様でございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時48分

再開 午後2時57分

（４）病院事業

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて病院事業、説明をお願いいたします。

まずはじめに、小澤管理者のほうからひとこと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 決算の審査に先立ちまして、いま病院事業の状況というものをひと

ことお話をさせていただきます。

2020年昨年度のことでありますが、新型コロナのパンデミックという未曾有の災害に見

舞われまして、歴史的な年となったわけでありますけれども、この中で病院の収支を見ま

すと、既に皆さん目をとおしておられることだと思いますが、コロナがはじまって以来、

患者の激減が続いております。殊に入院患者は、予算書を作成した時の人数の半分以下に

減じております。これは、特に木古内国保病院が特殊なわけではなくて、全国どこでもコ

ロナの受入病院というのは、一律に入院患者の減少が起こっております。国もさすがに医

療崩壊、いわゆる病院の倒産になっては医療が追いつかないということで、手厚い補助金

を出していただき、これを受け取ることができましたので、決算書にもありますとおり、

6億5,000万円の黒字決算、そして7億の現金がそのまま減らすことなく持ち越しという非常

に良い結果に収支しております。

ただ、コロナっていうのはいま一時期の問題でありまして、今後それじゃあ減った患者

さんが増えてくるのかどうかといった問題がありますが、大方の予想はたぶん増えないだ

ろうと言われています。そうすると、減った分をどういうふうにするかということが非常

な問題になるわけであります。収益で黒になったというお話をしましたが、コロナによっ

てもたらせられたもう一つの新しい局面があります。それは、地域住民あるいは地域の人

達の信頼を病院が勝ち得たということであります。ことしの春に市立函館病院の院長が病
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院を来訪しまして、私どもの病院がコロナを積極的に受け入れたということを非常に感謝

していまして、その受け入れがないと医療の供給体制が非常な支障を来したと言っておら

れました。それから、渡島の保健所長もやはり来院されまして、同じような謝辞を述べて

お帰りになりました。収入が増えて大幅な収益が得られたということと、今回勝ち得たこ

ういうような信頼性と病院に対する信頼というものを土台にしまして、今後、ポストコロ

ナに向けて新たな戦略を作らなくてはいけないということになろうかと思います。ただ、

戦略と申しましてもかなり複雑なものがあります。いま三本柱を考えています。

一つは働き方改革、もう一つは地域医療構想、もう一つは地域包括ケア、そういったも

のが三つ巴でいずれを切り離してもうまく回りません。それには人員、特に医師の補充、

それから時間の制限、そういったものが必ず付いて回りますので、それをバランスよく取

るのは大変難しい状況にあります。でも目標を決めませんとこれから進むべき足取りが掴

めませんから、できることから徐々にはじめていくという姿勢でおります。

それから、特養のお話をついでにさせていただきます。

特養は決算書にもありますように、やはり赤字であります。その赤字の要因はもちろん

コロナがありますが、コロナは体質的な赤字体制のこの施設にとっては、単なる追い打ち

にしかすぎません。根本的な問題がいさりびにはあるというふうに根源的な問題があると

思いますので、それを少し十分検討していただいて、恒久的な対策を立てていただかない

とどんどん赤字が増すということになりますので、そこの点は十分ご考慮いただきたいと

思います。特に入所者をフルに入っていただいていないという状況にあります。一時期、

去年の会計では78名あるいは80名まで一時期にいったことはありますが、コロナが起きま

してから71・72名というところで、少なくとも6・7名くらいの患者の余裕を持ちながら、

過ごしているという状況です。それは、そのまま収入減につながります。そのどうして増

えないかということはいろいろ要因はありますけれども、一つにはやはり要介護の方々が

ここの土地で過ごすのではなくて、函館に流れてしまうということが一つあります。それ

は、家族が函館にいるからだということでもあろうかと思いますが、どうしてこの町で自

負を持って誇りを持って過ごしてくれないのかとそういったところが非常な問題だろうと

思います。そのためには、町民一人ひとりが自分の立場というもの、持ち位置というもの

をこの町の中でどこかにつかみながら、自立的に活動をしてもらうしかないんだろうと。

そのためには、町としてやれる一つの仕掛けが必要だろうと思います。いろんな仕掛け

があると思いますけれども、そういう仕掛けをやりながら一人ひとりが心地よく過ごせる

そういうふうなことがなければ、医療にしても介護の施設にしましてもこの先は非常に心

細いことになろうかと思います。そういう状況にございますので、ぜひいまのような状況

をご勘案の上で、ご審査をお願いしたいとよろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 小澤病院事業管理者、ありがとうございました。

説明をお願いいたします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 私のほうから、病院事業の決算書のほうには出ていないソフト的

な面も含めまして、若干説明させていただきます。

その前にきょう4月で病院事業に配置になりました、主事の堂前が来ておりますので、ご

紹介しますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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決算状況につきましては、小澤事業管理者のほうから説明があったとおり、2年ぶりの黒

字決算ということで、6億5,000万円の黒字になっております。ただこの要因は、先ほども

申し上げたとおり、重点医療機関としての補助金が国のほうから9億5,000万円を超えるも

のが入ってきており、そのうち約7億円が人件費充当額ということで、3条予算に振り分け

られたものでございます。この補助金がなければじゃあ実質どうだったのかと言いますと、

経常収支では約1億3,600万円ぐらいの赤字、現金ベースでは1億7,000万円ぐらい現金が減

っていたのではないかというようなことで、把握しているところでございます。

診療体制につきましては、この4月に近藤先生が着任されましたけれども、令和2年度に

つきましては、内科3名、外科1名、整形1名に歯科1名で行ってきております。

1名少ない分につきましては、東京と旭川から出張の先生に来ていただいて、診療応援を

いただいたところでございます。

事業目標を執行方針で掲げております。

病院事業継続発展が可能な組織にするということで、二つの基本方針を持っておりまし

た。医療と介護の連携により、高齢者在宅生活の質の向上を図るという点では、木古内町

・知内町・福島町の3町合同で、介護連携事業を実施しております。昨年度は、市立函館病

院が中心となって運用しています、道南メディカというＩＣＴを用いまして、介護事業所

が函病のカルテを見られたり、うちのカルテを見られるというようなことで、構築をして

きております。

また、先ほどあった働き方改革にも対応するということで、住民説明会を実施した上で

今後の対応をしていくというところだったんですけれども、これにつきましてはコロナ感

染拡大で、開催を見送ってきたところでございます。

あと、診療報酬改定が昨年ありまして、引き続きマイナス改定でしたけれども、院内に

ワーキンググループを設置して、患者単価につきましては、引き下げにならないように対

応をしてきたところでございます。

あと地域医療構想、また病院改革プランにつきましては、地域医療構想は昨年9月まで公

立公的病院の再編統合計画プランを出してくださいというふうに言われていましたけれど

も、これにつきましても厚労省のほうでコロナが出てから先送りということで、今後につ

いては新興感染症、コロナのようなパンデミックになるような感染症が出た場合の対応も

含めて、再度厚労省のほうで出すというようなことになっておりますので、病院のほうと

しては現在検討をしていないところでございます。

あと、病院改革プランも令和2年度で終わるんですけれども、たたき台となる総務省から

のガイドラインがやはりコロナ関連で遅れているということもありますので、方向性とい

うのは小澤事業管理者が申し上げたとおり何点か用意していますけれども、最終的に効率

的な事業運営をするということで、現在まだ着手はしていないというような状況でござい

ます。

決算の詳細につきましては、担当の西嶋のほうからご説明申し上げます。

廣瀬委員長 西嶋主査。

西嶋主査 私のほうからは、決算の具体的な数字の部分を決算審査特別委員会説明資料、

資料番号につきましては4番のほうになります。に基づいて説明させていただきます。

また詳細節内容、細かい部分につきましては実績報告書、水色の背表紙のほうです。そ
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ちらのほうで、ご確認いただく形で進めさせていただきます。

なお、毎年のことですが、決算書と説明資料につきましては税抜きの金額、実績報告書

については税込みとなっておりまして、若干数字が異なることをご承知おきお願いいたし

ます。

それでは、資料の150ページをお開きお願いいたします。

実績報告書につきましては、3ページからになります。

3条予算、収益的支出から資料に基づきながら説明いたします。

病院事業費用合計で、14億393万8,687円で、前年度から2,164万9,763円が増額となって

ございます。

1款 病院事業費用、1項 医業費用、1目 給与費です。

8億9,922万3,097円で、執行率につきましては92.9％となってございます。

支出の中身でございますが、今年度より危険手当、新型コロナウイルス対応手当、管理

職特別手当等が新たに加わっております。ですが、総体職員数等の変更は特にございませ

んでしたが、全体での支給額につきましては例年同様の金額となってございます。

次に、2目 材料費です。

1億1,739万1,919円、執行率につきましては88.6％となってございます。

延べ患者数が減ってございますので、材料費につきましては減るところではございます

が、感染対策に関わる医療消耗備品等の購入が多かったため、昨年度につきましては増加

しております。

感染対策備品につきましては実績報告書の3ページ、医療消耗備品費の実績内容で記載し

てございますので、内容のご確認をお願いいたします。

次に、3目 経費です。

1億6,759万2,565円で、執行率85.3％となってございます。

経費の詳細につきましては、実績報告書3ページより実績内容に基づきながら一つずつ簡

単に説明させていただきます。

まず、厚生福利費 210万6,522円につきましては、職員の健康診断費用で例年と同様の

ものです。

報償費 261万3,300円につきましては、求人求職サイトより紹介を受けました看護師2名、

出張医師1名にかかる紹介料となってございます。

次に、職員被服費 22万8,346円につきましては、新規採用者の被服費用となってござい

ます。

次に、消耗品費 722万2,629円についてですが、昨年度と比較いたしまして300万円程度

増加してございます。

この増額した要因につきましては、感染症対策補助金あとで詳細説明いたしますが、活

用しまして年間分の清掃シートやゴミ袋を購入したことによるものです。

実績報告書につきましては、次4ページになります。

消耗備品費 919万149円についても前年と比べまして、800万円程度増加しているところ

です。

主な増額要因といたしましては、こちらにつきましても補助金を活用し、院内のＰＨＳ

を更新、あとリモート会議などの環境を調えるためＷｉ－Ｆｉ環境の整備、パソコンタブ
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レットを購入いたしました。また、院内の使用部門に加湿空気清浄機や掃除機、洗濯機、

冷蔵庫、病室にある冷蔵庫と冷凍庫を購入してございます。詳しい詳細につきましては、

実績内容の欄のとおりとなってございます。ご確認をお願いいたします。

次に、光熱水費 2,393万8,865円につきましては、電気料を節電いたしまして、前年よ

り200万円ほど減額となってございます。

その減額の要因といたしましては、事務室より電気の集中管理を行ってございまして、

定期的に電力使用量を確認し、節電に努めたことが成果が出たものと分析してございます。

次に、燃料費です。

459万3,106円につきましては、特に重油でございますが、単価減によりまして前年度よ

り140万円程度減額となってございます。

次に、食料費 例年と同様です。

印刷製本費につきましても例年と同様です。

修繕費 1,613万3,499円につきましては、前年度より1,000万円程度増額してございます。

増額の要因といたしましては、補助金を活用し病棟を隔壁、扉等を付けて改修したもの

の費用となってございます。

保険料につきましては、例年と同様です。

賃借料 1,193万8,710円につきましては、前年度より300万円程度減額してございます。

減額の要因といたしましては、入院患者減による寝具借上料の減少、また在宅酸素を行

う患者さんが減少したことによるものです。

また、一番下段にありますホテルの宿泊料におきましては、看護師がホテルに宿泊した

料金でございます。今年度から計上したものです。

次に、通信運搬費 289万2,617円は、例年と同様です。

次、委託料 8,230万1,628円につきましては、前年度より600万円ほど減少してございま

す。

要因といたしましては、入院患者減少に伴う給食委託業務が減少したことが大きな要因

です。

諸会費 770万8,656円につきましても、減少してございます。

要因といたしましては、地域医療対策補助金に関わる一般会計の負担金が減少したもの

によるものです。

車両費 241万4,754円につきましては、例年と同様です。

実績報告書、5ページをお願いいたします。

租税公課費につきましても、例年同様です。

広告宣伝費 37万8,860円につきましては、感染拡大に伴いまして病院祭りや就職説明会

が中止になったことによる前年度より減額となってございます。

あと、交際費から雑費につきましては、例年と同様です。

資料150ページに戻りまして、4目の減価償却費です。

減価償却費につきましては、例年同様です。

5目 資産減耗費につきましては、増加してございますが固定資産の除却費にかかる費用

となってございます。

次に、6目 研究研修費です。
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前年度より180万円ほど減額となってございますが、こちらにつきましては学会等が中止

になったり、ウエブ開催になったりしたことによるものとなってございます。

次に、2項 医業外費用、1目 支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、例年同様

の内容です。

次に、2目 長期前払消費税勘定償却費につきましても例年同様です。

3目 消費税関係雑支出につきましても例年同様です。

続いて、3項 特別損失、1目 過年度損益修正損です。

前年度分医療費返還金として、32万1,920円となってございます。

次に、2目 その他特別損失です。

こちらにつきましては、医療従事者慰労金として2,668万680円の支出がございます。

この国の支援、慰労金をその他特別利益で受けてございまして、その同額を支出したも

のとなってございます。

予備費については、支出はございません。

費用については、以上でございます。

引き続きまして、収益的収入について説明を入らせていただきます。

先に、収入の基盤となります入院・外来患者数の状況について冒頭挨拶とかでもありま

したが、簡単に説明させていただきます。

また、国の緊急包括支援事業等経由で交付されたもの、国直轄で交付されたものがござ

いまして、町補助金も含めると全16事業ございます。こちらについても簡単に説明させて

いただきます。

資料、155ページをお開きください。

入院・外来患者数の推移について、ページ上段にまとめてございます。

入院患者の推移でございますが、年間延べ患者数で9,620人ということで、前年より6,2

10名減少してございます。

外来につきましても、3万7,962人ということで、前年度より2,125人減少してございます。

入院患者の減少につきましては、感染症等の患者を受け入れるために、病床を個室化し

たことが主な要因となってございます。

外来の減少につきましては、管内の後期高齢者医療の動向や全国的にもいえるものと言

いますが、患者様自らが感染リスクを回避するために、来院する回数を最小限に控える傾

向がございまして、総体で5％程度減少している状況です。

156ページ以降につきましては、1日平均患者数と町村別推移を載せてございますので、

後ほどご確認をお願いいたします。

次に、159ページをお開きください。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金関連事業で、先ほど言いました16事

業を載せてございます。

事業概要につきましては、補正等で説明してございますので、ご覧の一覧となってござ

います。内容について、ご確認をお願いいたします。

実績報告書、7ページをお開きください。

未収金 6億8,887万7,134円となってございますが、現在では全て入金済みとなってござ

います。
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実績報告書、9ページをお開きください。

診療報酬の過年度未収金 257万1,636円ですが、先週現在では19万7,975円という状況で

す。

実績報告書、10ページをお開きください。

未払金につきましては、全て支払い済みとなっております。

以上を踏まえた上で、具体的な数字を説明いたします。

資料149ページ、実績報告書1ページをお開きください。

病院収益合計で20億1,099万2,401円、前年度より6億5,710万3,193円の増額となってござ

います。

1款 病院事業収益、1項 医業収益、1目 入院収益です。

3億2,131万4,283円、執行率81.1％、前年度より1億6,000万円ほど減額となってございま

す。

減額の要因といたしましては、先ほど説明したとおりとなってございます。

次に、2目 外来収益です。3億6,238万273円でございます。

患者数は推移の表で見たとおり減少してございますが、透析患者など比較的外来単価が

高い患者数の割合が増えたことによりまして、収益的には増加してございます。

次に、3目 その他医業収益です。3,275万9,193円となってございます。

こちらにつきましては、健診等の収入でございますが、現在胃カメラ等を感染対策のた

め中止してございます。それに伴う前年度より減額となってございます。

次に、4目 他会計負担金です。4,306万7,000円です。

交付税相当分の一般会計繰入金分です。

繰入金の内訳につきましては、資料の152ページに記載してございます。

ここで言う他会計負担金にあたるのは、（5）番と（7）番のものを足したものとなって

ございます。

続いて、2項 医業外収益 受取利息配当金です。

28万3,519円で、預金利息例年どおりです。

次に、2目 他会計補助金です。7,656万2,000円ということでございます。交付税相当額

の繰入額となってございます。

なお、ここにつきましては、前年度より3,200万円ほど減額となってございますが、基礎

年金拠出金公的負担金というものが交付税対象にならなかったことによる減額となってご

ざいます。

次に、3目 他会計負担金です。2億3,429万5,000円です。交付税算定分の繰入額となっ

てございます。

次に、4目 患者外給食収益です。74万6,456円につきましては、例年同様職員の給食代

です。

次に、5目 長期前受金戻入です。こちらについても例年同様となってございます。

次に、6目 その他医業外収益 685万7,346円につきましては、入院患者減少に伴いまし

て、乾燥機等の使用料が減額になったものです。若干、減額になってございます。

次に、7目 負担金及び交付金 270万7,980円です。

減額要因といたしましては、在宅医療介護連携事業負担金が今年度、事業縮小のため減
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額になったことによるものです。

次に、8目 補助金です。8億2,057万6,400円ということで、前年より8億円ほど増額とな

ってございます。

先ほど説明いたしました、包括支援事業補助金の増額によるものです。

続いて、3項 特別利益、1目 長期前受金戻入金です。

613万893円です。例年同様のものです。

続いて、2目 過年度損益修正損です。

1,180円につきましては、過年度の窓口差額分です。

続いて、3目 その他特別利益です。

2,668万6,680円は、先ほど説明いたしました医療従事者慰労金の国からの交付金となっ

てございます。

この結果、総収入から総費用を引いた純利益は6億705万3,714円、経常利益につきまして

は、6億124万3,561円の黒字決算となってございます。

黒字の理由につきましては、先ほど来から申したとおり、補助金による収益増となって

ございます。

なお、現金預金につきましては、期末残高では1,000万円程度の増額となってございます

が、補助金が決定された未収金が5億8,000万円程度ございまして、現在では11億5,000万円

程度の現金預金残高となってございます。

収益的予算については、以上でございます。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。

東出委員。

東出委員 平野事務局長、数字が大きければ大して良かった。見づらいです、はっきり言

って。見るにはキツいものがある。今度気を付けていただきたいなと思います。

その中で、1ページのその他医業外収益のところで、内科高橋清仁クリニック寄附金って

あるんですよね。30万とみていいのか、道南ドクターヘリ搭乗派遣謝礼金ほかとかってあ

るんだけれども、私は四つの医業外収益なのかなと思うんだけれども、これ例えば3段目と

4段目は括弧括りして30万なのかどうなのか、ここわからないので主査、説明願います。

廣瀬委員長 西嶋主査。

西嶋主査 寄附金につきましては、記載があるとおり30万円いただいてございまして、院

内の環境整備に充当させていただいております。あとその他ですが、書いてあるとおりで

すけれども、道南ヘリの謝礼ほか細かいものがございまして、41万6,974円という状況にな

っております。以上です。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 そうするとこれは40何万、道南ドクターヘリの搭乗、40何万と言いましたか。

だから、聞いているのは道南ドクターヘリの謝礼金ほかって書いて、金額欄何も空白に

なっているでしょう。私の資料が間違っているの。空白になっているから、何なのって私

聞いているんです。そうすると、あうのかな。106万4,370円なんだけれども、三つ足した

ものでその金額じゃないの。だから、道南ドクターヘリの謝礼金がゼロならゼロって書け

ばあれだし、空白になっているからどうなっているんですかって聞いているんですよ。
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廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時34分

再開 午後3時43分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 大変申し訳ございません。決算実績報告書に実績内容の数値に欠

落がございましたので、追記させていただきまして、引き続きご審議していただきたいと

思います。欠落していた箇所につきましては、実績報告書1ページの6目 その他医業外収

益の節のその他医業外収益でございます。こちらの実績金額 148万1,344円の内訳のうち、

4段目の道南ドクターヘリ搭乗派遣謝礼金ほかが欠落になっておりまして、正しくは41万6,

974円となります。この欠落をしている数値を入れたとしましても、収入の決算額の合計額

であります2ページの収入合計欄 20億1,517万6,379円につきましては、変更となりません

ので、引き続きご審議くださるようよろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま説明を受けました。審査委員に対する資料が欠落していたというこ

とで、ただし代表監査のほうからもひとことお願いいたします。

柿﨑代表監査委員。

柿﨑代表監査委員 代表監査のほうから、申し上げます。

いただいていた資料のほうには、いまご指摘がありました金額は入っておりまして、そ

の結果監査をいたしまして、数字的には変わらないということでございますので、改めて

局長のほうから資料を皆様のほうに訂正されたものをお配りするということで、金額はト

ータルで変わらないということでございますので、そのようにさせていただければなとい

うふうに思いますが、いかがでございましょうか。

廣瀬委員長 了解いたしました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時46分

再開 午後3時50分

廣瀬委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

資料の差し替えを求めますので、よろしくお願いいたします。

ほか、質疑。

東出委員。

東出委員 ただ、そこで高橋ドクターから30万、いままでこういうことってなかなかなか

ったと思う、当町の病院に対して。一開業医ですよね、先生は。30万っていう高額な金額

をいただいた理由っていうのは、何なんでしょうね。

それと、2ページの医療従事者の慰労金、これっていうのはなんか国のほうから受けて、

そして支出をするという形とっているんだけれども、こういう慰労金っていうのは何て言

うんだろう、私退職金と誤解しているのかなと思うんだけれども、その辺慰労金が国から
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きて、そして支出するという形わからないので、そこ説明してください。

廣瀬委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 高橋先生からの寄附金のご説明ですけれども、個人情報などにも

なりますが、高橋清仁クリニックにかかられている患者さんが感染症の関係で、当院のほ

うに入院されました。その間、当院の主治医の先生と高橋先生のほうの持っているデータ

を確認しつつ、しっかり対応してくれたということで、それのお礼も含めて当院のほうに

ご寄付をいただいたものでございます。

あと慰労金につきましては、担当主査のほうから説明いたします。

廣瀬委員長 西嶋主査。

西嶋主査 慰労金につきましては、国の制度的なものでございまして、補正で上げて内容

についても説明しているかと思いますが、医療従事者等感染疑い患者等を受けている医療

機関に対して、1人あたり20万円を給付するという国の制度がございまして、それを国から

受けたものでございます。受け先なんですけれども、国庫補助金で受ける等の手段もござ

いましたが、国からの指示で特別利益で受けて、特別損失で出すということで、会計をと

おさないで処理しなさいよということで、指示を受けてこのような処理をさせていただき

ました。以上です。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 主査、わかりました。私、慰労金っていうのは退職金だとばっかり思っていた

んですよ。そうじゃなくて、応援に来てくれた先生に対して今回のコロナの応援に来てく

れた先生に対するあれなのかなと。どうもその辺、はっきり教えて、わからない。

廣瀬委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 慰労金につきましては、国のほうから新型コロナウイルスが感染

拡大して、この間医療従事者が先頭に立って対応してきたということで、入院を受け入れ

た医療機関については、職員一律20万円国のほうから非課税で交付しますので、配付する

ようにという要項がありましたので、当院の職員全体に1人あたり20万円を支給したもので

ございます。

廣瀬委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 病院の収支の数字だけを見れば、丸っていうかいいのかなと思うんですけれど

も、例えば4ページの委託料の中で給食の委託料が1,500万円、当初予算計上の時は3,300万

円くらいの予算を計上していたわけで、それが給食の委託が半分になったって端的に言っ

たら、もうそれだけ患者が少なくなったって。一番心配するのは、病床の利用率だと思っ

ています。ただ、2年度・3年度については感染症対策の中で、2年度の資料を見ても9億あ

まり感染症対策でいろんな国なり道から補填をされて収支保っているっていう状況なんで

す。ただ、病院の決算書の例えば12ページにほかの資料でも数字は入っているんだけれど

も、1日の病床利用率が26.4っていうのは、非常にやはり我々議会の立場、町民としても一

抹の不安っていうかに陥るんですよ。2年・3年は感染症絡みの中でいろんな部分が規制も

されているし、たぶん国等の補填もあるからまだ大丈夫だろうと。私は、やはりこれから

来年以降の病院経営だと思っているんですよね。ですから、その辺抜本的に例えば病床の

数をどうするのか、いま病院の改革プランの中で、縷々練っている部分もあるし、いまは
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コロナの受け入れも含めてやっている病院ですから、ご苦労に対しては本当に敬意を表さ

なきゃならないと思いながら、ただこの数字だけの議論をすれば非常にやはり心配なんで

すよね。ですから、決算は決算でこれで出た数字だからやむを得ないんですけれども、今

後に向けた一つの意気込みっていうか方向性をどうするのか、いまのコロナの収束状況を

見ながら変えていくのか、このままのいままで培ってきた改革プランの中で病院が経営を

していくっていうのか、その辺の方向性、もしはっきり出ていないのであればこれはきょ

う議論しなくてもいいかなと思っているんですけれども、どこかでこういう話をぶつけて

おかなければならないと思ってお話しましたので、管理者含めての何かありましたら。

廣瀬委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 竹田委員おっしゃるように、病床利用率からいくともう30％を切

っているような状況で、ベッドが70以上空いているというようなことで、これにつきまし

ては先ほど来申し上げたとおり、感染症病棟で原則個室管理を行いましょうと。感染症の

病棟には基本的には疑い患者、若しくは感染症の患者しか入院させないということで、こ

のようなことになっております。では、どれぐらいでじゃあ病院の経営が黒字になるのか

というと、平成31年度の決算で2月にコロナの入院患者さんが当院から出て、その年は2,0

00万切るぐらいな赤字だったんですけれども、それまでは48人ぐらいで入院患者数が推移

していまして、50人いれば収支はいまの職員体制でいけばトントンになるのかなというよ

うなことで、損益分岐点というのを捉えておりました。ただ、いまおっしゃるようにほか

の感染症の受入医療機関に比べても当院の入院患者数の減少率というのが極端に多くて、

このまま推移していけば間違いなく将来的には経営がかなり厳しくなるのかなというふう

に思っているところでした。ただ一方で、この新型コロナがこの先どういうふうにして収

束していくっていうのが全く見えない状況でございます。私も先日、厚労省のほうで概算

要求が出されてその内容を見てみたら、来年以降の病床確保事業について実施するという

ことで、厚労省のほうでは予算要求しておりますので、来年度についてもこういう病床は

いま46床全部潰しているんですけれども、46床ではなくて例えばフェーズ1の6床で26ベッ

ドを潰さなきゃならないのかもしれませんし、現状の中では厚労省の考え方が見えない中

では、どうベッドを再編していくのかというのもなかなか出せないところなんです。ただ

一方では、50床しか入っていないので、1病棟いらないというような議論にもなるかと思い

ますが、当院につきましては木古内町だけではなくて、知内・福島町の住民も利用されて

いますし、松前町につきましてもいま新聞などではドクターが不足していて、99床から60

床に変更してやっているってふうなこともありますので、そういうのも含めながら厚労省

の動向、そして総務省が今後病院改革ガイドラインでどういう方向性を打ち出すのかを見

た中で、一番効率の良い効果的なベッドの運営方法を考えていきたいなと思います。

ただ、ベッドを少なくすればやはりそこで働く人も少なくなりますから、町の人口減少

にもなってきますし、いろんなものを考えながらやっていかなきゃいけないのかなという

ふうに思いますので、地域としてオンリーワンのベッドっていう考え方もありますので、

函館の病院と比べてもなかなか競争していくには厳しいというふうに思いますから、当院

でできるベッド稼働率を上げるには何かというのを考えながら国の動向を見据えながら、

検討していきたいなというふうに思っておりますので、いま段階でかっちりこれとしたも

のはございませんけれども、方向性が出た時には議会のほうにも報告しながら良い方向に
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もっていきたいなというふうに思っております。

廣瀬委員長 ほか。

安齋委員。

安齋委員 関連で、安齋でございます。

関連がありますことを確認したいと思います。いま感染症の病棟ということで、枠を取

っている部分があると思います。いま現在の病院が持っているベッド数、そして感染症に

割り当てているベッド数、残ったベッド数、その残ったベッド数に入っている一般の入院

患者数、これ上限いろいろあると思うんですけれども、ここ何か月かのでも構いません。

だいたいどれくらい埋まっているかというのを教えてください。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時02分

再開 午後4時06分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

安齋委員。

安齋委員 確認させていただきました。ありがとうございます。以上です。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないようなので、西嶋主査。

西嶋主査 それでは続きまして、4条予算の資本的支出について、簡単に説明させていただ

きます。

説明資料につきましては151ページ、実績報告書につきましては6ページをお開きお願い

いたします。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費です。

1億6,506万3,511円ということでございます。補助金利用をいたしまして、大きなもので

はＣＴ、送迎車両2台、空調2台を新設してございます。

詳細につきましては、実績報告書6ページに記載してございますので、内容をご確認をお

願いいたします。

続いて、2項・1目 企業債償還金については、例年同様となってございます。

続いて、3項・1目 看護師奨学金貸付金につきましては72万円ということで、1人分の貸

付額となってございます。

引き続きまして、資本的収入について説明いたします。

1款 資本的収入、1項 企業債、1目 企業債です。

こちらについては970万ということで、例年同様のものです。

続いて、2項・1目 他会計負担金です。

9,459万9,000円につきましても例年同様、一般会計の負担金となってございます。

続いて、3項・1目 国庫補助金 274万5,000円につきましては、医療機器購入分と国保

調整交付金の国からの交付金となってございます。

続いて、4項・1目 道費補助金です。1億3,476万7,000円でございます。
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先ほどの様々な医療機器に関わる補助金となってございます。

続いて、5項・5目 看護師奨学金貸金返還金、1名辞めたことに伴いまして66万円返金が

ございました。以上でございます。

廣瀬委員長 説明が終わりました。

質疑をお受けします。

東出委員。

東出委員 奨学金の関係で確認をさせていただきたいと思います。江差の道立病院の看護

学校で、生徒に対するパワハラがありました。その関係とはこれは関係あるのかないのか、

それともう1点は、1人あたり72万貸し付けるんですけれども、最終的に私条件忘れたんで

すけれども、例えば当町の病院で何年間か働けば奨学金の返還はいいですよという確かそ

ういう制度になっていたと思うんですけれども、年限忘れたものですからその辺含めて。

それから道立の関係とこの2点。

廣瀬委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 退学された学生さんが今回、道立江差の看護学校の報道とかされ

ているかどうかは把握しておりませんので、その辺はご了承ください。

あと、償還の免除につきましては、借り入れした年数、当院に勤務していただければ返

還については免除になります。ですので、専門学校であれば3年、四大であれば4年という

ことになっております。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なしということで、病院事業の決算審査を終了いたします。

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 午後4時11分

再開 午後4時19分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、いさりび所管の審査を行います。説明をお願いいたします。

東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 お疲れ様です。特養いさりび、東です。よろしくお願

いいたします。

まずはじめに、令和2年度の概要について、簡単に説明させていただきます。

特養についてです。

77名でスタートいたしましたが、退所21名、入所18名と実質3名マイナスとなっており、

入所者を増やすことができない1年でした。最終的には平均で74名というような内容となっ

ています。

短期入所につきましては、ほぼ前年並みと。しかし、通所利用者につきましては、コロ

ナ禍の利用制限を設けた中で、サービス提供となっておりましたことから、平均で17名と

前年度よりまた1名ほど少ない利用状況となっております。
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経常収支につきましては、コロナの影響もありまして、大きく経営が厳しかったことか

ら、町から1億1,000万円の補助をいただいております。その中で、3,090万円ほどの黒字決

算となっております。

しかし、特養利用者が大きく減少していることから、経営が厳しくなっているというの

が大きな要因となっておりまして、利用者の安定した確保が対策として引き続き必要な課

題となっております。

また、現金につきましては5,300万円ほどのプラスとなっておりますが、先ほど言ったと

おり、町からの補助金があったことで、本来であれば5,650万円ほどのマイナスというよう

な状況となっていました。

介護職員の不足につきましては、昨年5名の採用をいたしましたが、5名の退職というよ

うなことで、実質プラスにはならない状況でした。

外国人の受入事業につきましては、ＥＰＡの介護福祉士候補生1名を昨年度令和2年度で

受け入れる予定でしたが、コロナの影響により訪日が延びまして、この9月に実際就労する

という流れで、先日説明もさせていただきましたが、なっております。

また、東川町の留学生の関係につきましては、来年の4月就労するということで、学校の

ほうでいま学習している状況でございます。

このことを踏まえまして、高齢者介護サービス事業会計、介護老人保健施設事業清算特

別会計の二つの説明をさせていただきたいと思います。

それでは、資料のほうから説明させていただきたいと思います。

資料番号4の160ページをお開き願います。

職員構成一覧表になっております。令和3年3月31日現在の職員数です。

全体で小澤先生含めまして、88名と。これは、前年度と同じ職員数となっております。

続いて、資料の161ページをお開き願います。

上段でございます。利用者別内訳について、説明させていただきます。

特養につきましては、入所です。延人数2万7,138名と前年度より1,091名少ない状況とな

っております。

1日あたりにいたしますと、74.35人と2.77人少ないと。1日あたりの単価ですが、1万3,

531円とほぼ前年度同様となっております。

続いて中段、短期入所につきましては、延人数846人、1日あたり2.31人と前年度とほぼ

同数な数字となっております。1日あたりの単価につきましては、1万2,613円となっており

ます。

通所につきましては、1日延人数5,291名と415名少ない状況です。1日あたりにいたしま

すと、17.17人と1.28人少ない利用者数となっております。単価につきましては、1万460円

と297円少ない状況となっております。

続きまして、162ページをお開き願います。

事業費用について、説明させていただきます。

決算実績報告書、3ページから6ページになります。

まず、特養の事業費用になります。

施設運営事業費用 4億5,941万1,649円で、前年度より852万6,392円多くなっております。

大きな要因といたしましては、給与費です。2億9,476万1,748円と前年度より967万7,95
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2円増えております。

増えた要因といたしましては、定期昇給、あと特定処遇改善手当の追加、あとはパート

職員から常勤職員数の変更等に伴っての給与費が増えている内容となっております。

続いて、施設運営事業外費用です。

1,320万2,103円と323万5,270円増えております。これの内訳といたしましては、特別損

失 380万円になっております。これは、コロナの感染症緊急包括支援交付金によるもので、

380万円ほど増えております。

あわせまして、4億7,261万3,752円となっております。

続いて、通所リハビリテーションの事業費用の説明に入らせていただきます。

施設運営事業費用 6,690万8,365円となっております。

前年度より53万8,973円増えております。

給与費で6,252万6,083円と前年度より166万816円増えております。

これは、リハ職員の構成が異動等で変わっておることと、現場の職員の異動等によるも

のとなっております。

続いて、経費で94万7,280円増えております。

この部分につきましては先ほども言ったとおり、コロナの緊急包括支援交付金の関係の

支出となっておりまして、特別損失 100万円、これも同じくコロナの交付金になります。

事業費用と特別損失あわせて、6,790万8,365円と前年度より46万1,027円ほど増えている

という状況です。

続いて、収益も一緒に説明してよろしいですか。

廣瀬委員長 お願いします。

東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 それでは、1ページ戻っていただきまして、161ページ

の中段になります。

決算実績報告書1ページ・2ページ、決算書は1ページ・2ページになります。ご参照願い

ます。

中段の特別養護老人ホーム事業収益になります。

施設運営事業収益 3億8,132万280円で、前年度より986万1,499円マイナスとなっており

ます。

内訳といたしましては、施設介護料 3億1,555万7,248円と前年度より1,080万7,151円と

マイナスしております。

これは、先ほども説明いたしました利用者数が少なくなったことが大きな要因となって

おります。

施設運営事業外収益 1億2,469万3,539円と前年度より1億924万6,677円増えております。

まず、他会計補助金として1億1,000万円、町から補助をいただいております。これが大

きな要因となっております。

特別利益は、770万573円と3,882万5,427円少なくなっております。

これは、長期前受金戻入益と言いまして会計の変更に伴う収益化できた財産が終了した

ということで、4,262万5,427円少なくなったことが大きな要因となっております。

その他特別利益につきましては380万、これもコロナの交付金の関係となります。
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事業収益、事業外収益、特別利益、あわせまして5億1,371万5,392円と前年度より6,055

万9,751円の増となっております。

一番下の通所リハビリテーション事業収益です。

施設運営事業収益 5,628万4,517円と前年度より509万3,259円が少ない状況となってお

ります。

これにつきましては、利用者数が少なくなったことが大きな要因となっております。

事業外収益、特別利益あわせて、5,776万4,517円と前年度より408万759円のマイナスと

いう状況となっております。

162ページです。次のページをお開き願います。

一番下段になります。

事業損益では、△で8,871万5,217円と前年度より2,294万2,177円のマイナスが増加して

おります。

経常損益につきましては、3,095万7,792円と前年度との比較では4,425万6,303円とプラ

スになっております。

以上、簡単ですが事業収益と事業費用の説明を終わらせていただきます。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑あるでしょうか。

東出委員。

東出委員 丁寧な説明、どうもありがとうございましたし、またコロナの蔓延する中いさ

りびから1人もコロナの感染者を出さないということについては、これはやはり敬意を表し

たい。日頃の感染対策を徹底してやっているおかげだなと病院含めて、この場で日頃の事

業に対する感謝を申し上げたいと思います。

ただ、そこはそこであれなんですけれども、いま東事務長の説明を聞いた中で、町から

1億1,000万円ほど収入していただきましたので、今年度については何とか3,400万円ぐらい

かなプラスになった。ただ、これがなければ5,650万円くらいの収支不足が発生したという

説明を受けて、ここについては事務最高責任者であります羽沢副町長にこの件はお伺いし

たいと思います。

いま事務長の説明からいくと、やはり建物の償還がまだまだ長く続くと。そして、コロ

ナの収束もいつになるかわからない、こういう状況下の中で実際老健としての運営の中で、

通所がだいぶこのコロナで外出を自粛しているという状況かと思うんですが、やはり最終

的にこの辺は確認しておきたいと思うんですが、今回1億1,000万円入れましたけれども、

今後においても資金不足が生じるというふうに私捉えているんですけれども、この辺は町

部局としてはどのような考え方を持っているのか。ある意味じゃ木古内は、保健・医療・

福祉の町です。ある部分では最低でもいくらかは年次、私金額はわからないですけれども、

投入していかざるを得ないんじゃないかなと私思うんですけれども、その辺の見解持って

いますか。それと、将来展望についてお伺いしたいと思います。

廣瀬委員長 副町長。

羽沢副町長 東出委員のお尋ねにお答えいたします。

まずは、現状の認識として短期的にこの1億1,000万円を令和2年度に福祉基金の残りと言

いますか、それを使いまして特養のほうに補助金という形で、資金がショートしそうだっ



- 65 -

たという部分もあるため、令和2年度中の補正をお願いして実行したところであります。こ

れは、短期的なものでございます。前にもお話しましたが、中長期的なまずは運営改善と

いう部分に特養自体で取り組んでいただいております。職員間でどのような加算が取れる

かですとか、プロジェクトチームを特養内に組んで、中長期的なこの収支をいかに改善し

ていくかという部分にも取り組んでおりますので、まずはそこもしっかり注視していきた

いということも一つあります。ただ、この見ますと1年間に5,000万円資金がなくなってい

っている、実際これでこのままいくと何もしなければ令和3年度で、令和4年度はゼロのス

タートという形になりますので、そこをしっかりその辺をしっかり注視しながら、そして

この特養のサービス自体は町としては必要なサービスであると、ここはなくてはならない

サービスという考えはありますので、どのような形で令和4年度以降、町として支援しなけ

ればならないのかという部分も特養のいま取り組んでいる財政健全化、そこを踏まえてし

っかりと町として支援していきたいというふうに考えております。以上でございます。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 最終的にはいま羽沢副町長が言ったのは、当町の保健・医療・福祉を守ってい

く。そして、木古内の特養の持っている意義をやはり十分認識している中での私は発言だ

と思っているんです。ただ、副町長も言っていましたけれども、やはり老健にだけプロジ

ェクトチームを任しておくんじゃなくて、やはりできれば副町長も保健福祉の明るいかた

だから、一緒になってそこは乗り切っていくっていう考え方がないと、ただなんだお前達

作ったものこれじゃだめだ、ああだというあれじゃなくて、一緒に悩んであげないと私は

だめだと思う。その辺の心構えはどうですか。

廣瀬委員長 副町長。

羽沢副町長 東出委員の再質問にお答えいたします。

委員のおっしゃるとおりだと思います。そこは、特養、行政サイドしっかりと連携を取

った中で、進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

廣瀬委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 若干、関連の質問になるかなと思うんですけれども、根本的にはやはり改善を

しなければいま副町長が答弁したように、令和4年度ではまたもうゼロからのスタートにな

ってしまう、この繰り返しなんですよ。ですから町長、これ問題はこのあとに出てくる清

算なんですよ。だから建物、施設の起債の償還がなければまだいろいろ施設内でいろんな

改善委員会だとかで改善して、なんとか収支のバランスを取ろうとしても。

それとやはり私考えるのは、木古内には特養あり、光銭さんのグループホーム、小規模

多機能、そしてかつては知内の特養が36床だとかもうすごく規模が小さかったんです。で

すから、木古内町に知内のかたが入所して、それいま特養自体も満度にベッドを抱えてい

ますから、それと昨年かな、できたあすなろ。温泉のところに、あすなろ江差会だったか

な。あそこでグループホームやって、木古内・知内の中で入所の施設がいくらあるって見

た場合に、必然的に木古内だけでこの80床の介護者を入所させるっていうのは、これから

はやはり人口が減ってきているし、至難の業だと思うんですよ。ですから、抜本的にあれ

するのであれば特養でこれから施設の運営、名称は別にして改善委員会等で経営の中身を

議論するわけだけれども、根本的な起債の償還の部分を町長、町で肩代わりするっていう
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そういう方向できないですか。それしなければずっと決算になれば、また同じ繰り返し。

もうこれ以上は例えば一般会計で繰り出しもできなくなっているでしょう。まだその財

源があるから、それあるうちは例えば続けるよって言うのか、例えば地域福祉基金で特目

であれしてたからこういう部分に補填ができたけれども、財調からこっちに持ってくるっ

てわけにいかないでしょう。だからそういう部分を含めて、だからいますぐ答えでなくて、

新年度予算までに十分庁舎内、例えば施設のほう含めて協議をして、一番良い形がどこな

んだっていう部分を見出していくべきだろうというふうに思うんですけれども、その辺ど

うですか。

廣瀬委員長 副町長。

羽沢副町長 竹田委員の質問にお答えいたします。

確かにいま現在、起債償還分の清算分の会計の金額が重荷になっている、その金額イコ

ール資金が減っているような見方には確かになってあります。ですがこれは、もしかした

ら増えるのかもしれないですし、減るかもしれない。したいがいまして、先ほど申し上げ

ましたように特養サービスとしてなくすわけにはいきませんので、それを見合う部分の数

字だけではなく、しっかり特養が運営していける今後も継続していけるという部分を町と

しては支援・サポートしてまいりたいと考えております。ただ、委員おっしゃるとおり、

一般財源無限にあるわけでもないですし、何年もこのままズルズルズルズルと一般財源を

投入するということもそれもまた難しい部分もありますので、そうなった際には様々な面

から検討していきたいというふうにも考えております。以上でございます。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時43分

再開 午後4時46分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 続いて、東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 それでは、資本的収支の決算について、説明させてい

ただきます。

決算実績報告書の7ページをお開き願います。決算書は、3ページ・4ページになります。

それでは、資本的収支の決算の支出から説明させていただきます。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費、節 備品購入です。

295万6,250円となっております。厨房機器と介護システムの購入となっております。

続いて、2項 繰出金、1目・節 介護老人保健施設事業清算特別会計繰出金として、3,

300万6,381円となっております。起債償還の部分になります。

3項 介護介護福祉士養成修学資金貸付金、2目 介護福祉士養成修学資金貸付金、節

介護福祉士養成修学資金貸付金であります。去年の実績はございませんでした。

項・目・節、一緒で介護職員支度金貸付金になります。

昨年は、無資格者2名の42万円という貸し付けとなっております。
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決算額につきましては、あわせまして3,638万2,631円となっております。

上段の収入について、説明させていただきます。

1款 資本的収入、1項・1目・節 企業債で、210万円となっております。

これは、支出で説明いたしました備品購入の厨房機器分です。ブラストチラーと食器食

洗機の企業債の借り入れとなっております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

廣瀬委員長 説明が終わりました。質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

竹田委員。

竹田委員 事務長、介護職員支度金の貸し付けこれは無資格の人が2名資格を得たっていう

捉え方でいいのかな。それとも、まだどこかに研修に入っているっていう捉え方なのかど

うか、その確認だけ。

廣瀬委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 竹田委員の支度金貸付金の関係の質問でございます。

この支度金の貸し付けにつきましては、施設の募集に対して応募していただいて、採用

したかたに貸付金として介護福祉士の資格を持っているかたについては84万円、ヘルパー

の資格を持っているかた、初任者修了者については42万円、無資格者については21万円の

貸し付けをして、3年間施設で働いていただいた場合については、返済をしなくてもいいで

すよということで、要は介護職員を確保するための対策として制度を設けたものでござい

ます。去年、2人無資格のかたを採用したという内容となっております。

廣瀬委員長 ほか質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 続いて、東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 最後になります。木古内町介護老人保健施設事業清算

特別会計について、説明させていただきたいと思います。

決算書の一番後ろのほうです。清算特別会計の決算書になっております。

それでは、12ページ・13ページをお開き願います。

1款・1項・1目 老健事業清算費でございます。

節 償還金利子及び割引料で、4,239万8,484円となっております。

元金が3,300万6,381円、利子で939万2,103円となっております。

続いて、8ページ・9ページ目をお開き願います。

1款・1項 繰入金、1目 高齢者介護サービス事業会計繰入金、節 高齢者介護サービス

事業繰入金です。

先ほどの支出で説明した同額の金額で、4,239万8,484円となっております。

以上で説明を終わります。

廣瀬委員長 説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑がなしということで、病院事業、いさりびの審査を終了いたします。

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後4時52分

再開 午後4時53分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

皆さんに確認します。本日の委員会の中で、総括に残る案件についてどうでしょうか。

東出委員。

東出委員 総括というよりも今回のいま老健の関係、行政側も積極的に考えて資金を投入

しなきゃやっていかれないだろうという回答を引き出したんだけれども、やはりそれは次

年度予算にも反映してくる可能性もあるので、議会とすれば竹田委員も言っていたとおり、

注文は付けないけれども、これについての早く我々に示していただきたいというなんか簡

単な文言でいいから、ちょっと報告文書に載せていただきたいなというふうに思います。

長々いらない、1行か2行くらいで「期待します」という最後の結びでもいいです。

廣瀬委員長 わかりました。

ほかありますか。

東出委員。

東出委員 最終的には町民課で私、随分頭にきたんだけれども、やはりうちの事務局の局

長並び主査とスケジュール表を作るでしょう、現課を含めて。そうすると一例を挙げれば

町民課は、自分達の説明で1時半も使っている。我々、質疑応答やりたいったって次の課が

あって進まないでしょう。だから、これは再三強く言ってください、どんな形にするかわ

からないけれども。中身まだまだ聞きたい。ところが長々と説明されてごらん。時計見れ

ば1時間30分与えた時間を説明で終わらせるなんてもってのほかだと思うから。ここは委員

長、口頭で注意してもいいし何らかの形で、やはり改善させないといつまでもこんなこと

していたってだめだと思う。

廣瀬委員長 事務局のほうから事前に文書で再三言っている部分ではあると思うんですけ

れども、東出委員が指摘するとおり、私のほうからもお伝えしておきます。あと、次年度

からの改善と要求ということで、言っておきたいなと思っております。

そのほか総括の案件どうでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 以上をもちまして、第3回令和2年度木古内町決算審査特別委員会を終了いた

します。

あすの委員会も9時半開会となっておりますので、よろしくお願いいたします。

本日は、どうもご苦労様でございました。
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説明員 鈴木町長、羽沢副町長、福田総務課長、吉田（宏）保健福祉課長、菅原主査

加藤保健師、後藤主査、西村主査、吉川主任、幅崎税務課長、山下主査

吉田（匠）主事、阿部町民課長、吉澤主査、大山主査、敦澤（裕）主査

畑中主査、小澤病院事業管理者、平野病院事業事務局長、西嶋主査、柏谷主事

浅水総看護師長、堂前主事、東特別養護老人ホームいさりび事務長

傍聴者 なし

報 道 （道新）久保支局長

令和2年度決算審査特別委員会

委員長 廣 瀬 雅 一


