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平成２６年第３回浦幌町議会定例会（第４号） 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 きのうに引き続き審議を続けます。 

 これより歳入の審議から入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 決算書５ページをお開き願います。あわせまして説明資料は、２ページと

なります。説明に入る前に訂正しておわびを申し上げたいと思います。 

 今申し上げました説明資料２ページ、一般会計歳入実績でございますけれども、２項１

目固定資産税、滞納繰越分の不納欠損額の欄、ここの内容で１名となっておりますが、２

名の誤りでございます。訂正しておわびを申し上げます。申しわけございませんでした。 

それでは、歳入に入らせていただきます。歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、収

納率96.26％、前年対比0.72％の増であります。１節現年課税分99.03％、２節滞納繰越分

32.85％の内容となってございます。この増の要因につきましては、滞納繰越分の納入額が

多くされたことによるものでございます。収入未済は、延べ115人、実人員95人、不納欠損

は実人員３名で、いずれも生活保護受給により滞納処分をできる財産がなく、欠損した内

容となってございます。 

 ２目法人、149法人に係る課税であります。収納率98.16％、前年対比0.29％の減であり

ます。１節現年課税分99.61％、２節滞納繰越分20.52％、収入未済は６法人となってござ

います。 

 ２項１目固定資産税、収納率97.89％、前年対比0.41％の増であります。１節現年課税分

99.37％、２節滞納繰越分38.07％の内容となっております。この増の要因も滞納繰越分の

納入額が多かったことによるものでございます。収入未済は、延べ77人、実人員個人52人、

３法人の55人の内容となりました。不納欠損は、実人員２人で、いずれも生活保護受給に

より滞納処分をできる財産がなく、欠損した内容でございます。 

 ３項１目軽自動車税、原付自転車を初め12種類、3,174台に係る課税であります。収納率

98.65％、前年対比0.77％の減でございます。１節現年課税分98.97％、２節滞納繰越分

41.64％の内容となっております。収入未済は、延べ22人、実人員19人であります。 
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 ４項１目町たばこ税、収納率100％、前年対比169万1,618円の増であります。増の要因は、

禁煙による健康志向が進んでいる反面、たばこ税の税の増によるものでございます。 

 ５項１目入湯税、収納率100％、これにつきましては中学生以上の温泉入浴客２万9,377人

分に係る税金です。前年対比入浴客519人、３万6,330円減の内容となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。終わります。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 続きまして、第２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税から７ペー

ジの10款１項１目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上

げておりますので、９款１項１目地方交付税を除き、説明は省略させていただきます。な

お、これらの目につきましては、発生した金額が即収入済みとなっておりますので、収入

未済額は発生してございません。 

 決算書６ページに戻りまして、９款１項１目地方交付税、当初予算額に対して１億

8,247万2,000円を増額補正していますが、この内容につきましては国の普通交付税の決定

及び調整率変更に伴う増によるもので、平成24年度実績額との比較では6,737万8,000円、

1.8％の減となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員退席のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０６分  休憩 

午前１０時０７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、11款分担金及び負担金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 決算書７ページをごらん願います。11款分担金及び負担金、１項分担金、

１目農林水産業費分担金における補正の主な内容は、国が創設した農業基盤整備促進事業

の採択による増額でございます。また、平成24年度から繰り越される財源において、浦幌

地区担い手支援型畑総整備事業及び浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業に充当する内

容でございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金でございますが、認可保育所保育料における180万円の増、

へき地保育所保育料100万円増、老人福祉施設入所者費用徴収金206万9,000円の増額が主な

補正内容で、３節児童福祉費負担金滞納繰越分におきましては、説明資料３ページに記載

のとおり、認可保育所における４名の収入未済額がございます。 

 ２目衛生費負担金、補正の内容は乳幼児医療費負担金の増額でございます。 
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 ３目農林水産業費負担金の補正の内容ですが、食料供給基盤強化特別対策事業負担金の

減額でございます。１節農業費負担金及び２節農業費負担金滞納繰越分は、説明資料３ペ

ージ記載のとおりですが、２節農業費負担金滞納繰越分につきましては稲穂地区の国営農

地開発事業受益者負担金の４戸の収入未済額でございます。 

 ４目教育費負担金、教育費負担金につきましては、学校給食費における２名の収入未済

額、２節の教育費負担金滞納繰越分につきましては７名の収入未済額がございます。説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次に、12款使用料及び手数料でございますが、８ページをごらんおき願います。１項使

用料、２目民生使用料における補正内容は、子ども発達支援センター使用料の60万円増額

であります。 

 ５目土木使用料について、主な補正内容は公営住宅使用料50万円増、改良住宅使用料

190万減、特定公共賃貸住宅使用料100万円増額で、１節公営住宅使用料は３件の収入未済

額、２節改良住宅使用料２件の収入未済額、３節特定公共賃貸住宅使用料２件の収入未済

額、４節公営住宅等駐車場使用料につきましては３件の収入未済額、５節住宅使用料滞納

繰越分につきましては24件の収入未済額となっており、いずれも説明資料４ページから５

ページにかけて記載をしてございます。 

 ６目教育使用料の２節幼稚園保育使用料滞納繰越分につきましては、１名の収入未済額

となっております。各使用料における内容につきましては、説明資料５ページに記載のと

おりでございます。 

 ２項手数料について、２目衛生手数料の１節衛生手数料及び２節清掃手数料につきまし

ては、説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ９ページをごらん願います。13款国庫支出金における１項国庫負担金についての主な補

正内容ですが、２目衛生費国庫負担金におきましてはがん検診推進事業19万9,000円、未熟

児療育医療給付費15万4,000円、いずれも減額によるものでございます。 

 ２項国庫補助金につきましては、１目民生費国庫補助金における補正の主な内容は次世

代育成支援対策交付金510万円減で、国庫補助金から道補助金への組みかえによるものでご

ざいます。 

 ３目の土木費国庫補助金の補正につきましては、社会資本整備総合交付金における減額

内容でございます。 

 ５目農林水産業費国庫補助金につきましては、平成24年度から繰り越される財源におい

て浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業に充当する内容でございます。 

 ６目の総務費国庫補助金につきましては、高規格救急車購入費の財源補正でございます。 

 10ページをごらん願います。14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金におき

ましては地籍関係事業費の減額補正、２目民生費道負担金につきまして補正の主な内容は

福祉サービス増加に伴う障害介護給付費道負担金116万8,000円の増でございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金の補正は、防災備蓄整備に係る地域づくり総合交付
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金240万円が主な内容でございます。 

 ２目民生費道補助金の補正につきましては、子育て支援対策事業補助金において国庫補

助金から道補助金への組みかえによる510万円増が主な内容であります。 

 ４目の農林水産業費道補助金につきましては、補正に係る増額の主な内容は農地排水対

策を図るところの浦幌地区農業基盤促進事業補助金2,752万5,000円、大津漁業協同組合厚

内支所における荷さばき所改修に係る870万円、減額の主な補正内容は青年就農給付金事業

補助金225万円、戸別所得補償経営安定推進事業補助金480万円、林道上厚内線開設事業補

助金448万円で、いずれも事業確定に伴うものでございます。また、平成24年度から繰り越

せる財源において浦幌地区担い手支援型畑総整備事業に充当する内容でございます。 

 ６目労働費道補助金は、緊急雇用創出推進事業において444万7,000円の増及び事業確定

に伴う14万1,000円減が補正の内容でございます。 

 ３項委託金の１目総務費委託金におきましては、旧オベトン川環境整備工事支障物件移

設補償費1,417万5,000円、事務確定に伴う参議院議員選挙費の185万1,000円の減額が主な

補正内容でございます。 

 ３目農林水産業費委託金は、農業者年金業務委託金35万7,000円、道営土地改良事業監督

委託金61万1,000円の増が補正内容でございます。 

 次に、12ページでございますが、15款財産収入、１項財産運用収入、１目の財産貸付収

入は土地貸付収入及び教員住宅貸付収入84万5,000円の減、光ブロードバンド加入件数増加

による光伝送路貸付収入170万6,000円の増額が補正内容でございます。収入済みの内容に

つきましては、１節土地建物貸付収入から５節情報通信基盤設備貸付収入まで、説明資料

６ページにて記載のとおりでございます。 

 ２項の財産売払収入につきまして、２目物品売払収入においては資源ごみの鉄類取引単

価アップによる37万6,000円の増、塵芥収集車更新に伴います売り払いによる50万円増が補

正の内容でございます。売り払いの内容につきましては、説明資料７ページに記載のとお

りでございます。 

 16款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金につきましては、図書購入費としての寄附金

101万円、上浦幌ひまわり保育園保育活動用寄附５万円、高齢者福祉用対策として100万円、

ふるさとづくり寄附金2,000万円、それぞれが増額補正でございます。なお、ふるさとづく

り寄附金につきましては、説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 13ページをごらん願います。17款繰入金、２項基金繰入金の１目基金繰入金につきまし

て、第３期まちづくり計画重点プロジェクトの財源でございます。地域振興基金の繰入金

807万9,000円の増額が補正の内容となってございます。 

 18款繰越金については、特に説明はございません。 

 19款諸収入、３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入における3,000万円

の補正は、融資額、融資件数の増加に伴うものでございます。 

 14ページをごらん願います。５項１目雑入における補正の主な内容は、北海道後期高齢
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者医療広域連合委託事業の財源となる58万円の増でございます。 

 20款町債につきましては、特に説明することはございません。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 15款の財産収入の中の物品売払収入ということで、ここで資源ごみの関係で

286万という収入があります。資源ごみの関係については、今統太のごみ処理場のほうでや

られているのかと思いますが、あの施設も建ってからもう何年かたっています。ここの関

係についてくりりんセンターのほうにいつごろ行かれるのかと、それと今ここで資源ごみ

の整理とかいろいろやっていると思うのですが、そこで使用されている人たちの人件費と

いいますか、どのぐらいかかっているのか、その辺お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今のご質問でございますけれども、リサイクルセンターのお話というふう

に承ります。リサイクルセンターにおきましては、平成12年にセンター整備をしてござい

ます。それに応じまして、いろんなリサイクルの分別を行ってきているという内容になっ

てございます。また、浦幌町の分別収集計画というものがございますけれども、この計画

につきましては26年４月を始期とするもので、さらに５年間を計画しているということで

ございまして、いずれにいたしましてもまだ平成31年ぐらいまではこの分別収集計画にお

いてそれぞれの分別を行っていくというふうな考えを持ってございまして、くりりんセン

ターのお話もございましたけれども、今のところは自前の中身で進めていこうかなという

ふうに思ってございます。 

 それと、運営の方法でありますけれども、ユーエムにおいて一括一般ごみの収集からリ

サイクルの関係に至るまでについて委託をしてございまして、その中で行っているという

ことでございます。人夫賃は幾らかということでございますけれども、ユーエムのほうで

必要とする人員の確保、それが足りない場合において賃金等で雇用しているというふうに

理解をしておりまして、ちょっと今私の手元には人件費幾らだという部分については持ち

合わせておりませんので、ご了解を願います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それで、リサイクルセンターのほうの中に備品も数多くあると思うのですが、その耐用

年数とか、もう14年たっていると思われるのですが、老朽化もしてきて、今後これを修理

とか、買いかえるとか、そういうことになったときに、そのままこれから平成30年ぐらい

まで使われるのかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町民課長。 

〇泉町民課長 それぞれの機械、25年度におきましても減容機の部分であるとか、機械は

当然耐用年数等、傷んでくるという部分もあろうかと思います。それで、それらの部分を

踏まえてどうするかというお話だと思いますけれども、今のところは使えるものは使って

いきたいというのは担当としての話でございまして、それらを見計らいながら、例えば機

械が非常に傷みが各分野においてひどい状況になってくるというようなことで、経費等の

部分も考え合わせれば、その部分においてやっぱり判断をしなければいけないというふう

に思ってございます。当面は、使える間は使っていきたいと、このように考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 どの部署ということでないのですが、滞納繰越金について伺います。この処

理についてですが、ご承知のように税金の場合は不納欠損という処理の方法がございます。

私はちょこちょここの質問をさせていただいていますが、私債権の処理について昨年もこ

の決算の場で質疑をさせていただきました。そのときの答弁で、係長クラスの部会をつく

って進めていくということでありました。それから、他町村の状況も視察をする、それか

らもちろん滞納者も呼んで話も聞いている、そういう説明がありまして、私債権の処理に

対する何とか法をつくらなければならないということの答弁があったと思います。それに

対する対応がどのように進んだか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 滞納金の関係でございます。私債権を初めいろんな部分での滞納があると

いうことの中で、先ほどお話がございましたように滞納金の情報関係を一つに共有しまし

て、情報を共有しながらその対応に当たろうということでプロジェクトが設置されたもの

というふうに理解をしてございます。それらの部分も踏まえまして、さて今後どうやって

いこうかという部分、今のご質問だというふうに理解してございます。それらの部分につ

きまして、プロジェクトにおいていろいろと協議をしているところでございます。最終的

には、債権管理条例という部分を制定しながら対応をしていこうということで今現在進ん

でいるところです。ただ、非常に進みが遅いという現状がございまして、まだ議会にも提

案をさせていただいていないということでございます。ただ、考え方としては、平成27年、

来年４月の運用といいますか、から行いたいという考え方の中で、今順次条例、それから

関係する債権等の内容分析等もあわせて行いながら進んでいるということでございまし

て、議会のほうの提案につきましても遅くなりましたけれども、12月までにはさせていた

だきたいなと、このように考えてございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ご承知のように、特殊な部門で大きなお金の滞納が続いていると。せっかく

滞納プロジェクトチーム、非常に皆さん一生懸命やっていただいて、全体的な中ではほか

の部署に連携しますが、給食の関係なんかはこの10年間で半分ぐらいに減りましたよね。
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そういう例も含めて、非常にプロジェクトチーム一生懸命やっているということは私はも

う本当にお礼を申し上げますというか、職員のご苦労を十分理解しているつもりでござい

ます。しかし、税の公平負担、あるいは負担金の公平性見れば何らかの処理をしていかな

ければならない時期に来ているというようなこともございます。ぜひ条例制定ということ

ですから、それに向けて努力をしていただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 本当に手続的には非常におくれておりまして、申しわけなく思っておりま

すけれども、何とかみんなで条例制定をしながら前に進んでいきたいと、このように思っ

ております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで認定第１号 平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について全体を通じて

質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 監査委員の歳入歳出決算審査意見書の総評の中の一番最後のページ、基金の

関係で備荒資金も入れると40億8,300万ほどになったと。この関係について基金の運用等に

ついても議会とともに慎重に議論されるよう望むという意見書が出てきております。この

関係で町長にお伺いしたいのですが、今後の来年度の予算、それから第３期まちづくりの

後期について何かお考えがあるのか、お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 基金の運用といいますか、基金の考え方ということだろうというふうに思い

ます。おかげさまで全て、備荒資金合わせますと40億を超えたということになりました。

これも本当に町民の皆さん、また職員の皆さん、議員の皆さんの絶大なるお力をおかりし

ながら、厳しい財政を乗り越えてここまでこれたのかなというふうに思っておりまして、

そういう面では町民の皆さんにも感謝申し上げたいなというふうに思っているところであ

ります。基金の運用がどのぐらいになればいいのかというのも、これも今までも議会の皆

さんから質問があったわけであります。ただ、私どもとしては今まで財政再建という旗を

掲げながらここまで進めてまいりました。ようやくここまでたどり着いたのかなというの

が概略の感想でありますけれども、ただ基本的に見ていただくとおり、負債が一般会計で

70億、全部合わせますと110億の負債があるということも、これも現実の問題であります。

また、昨年から地方交付税に対する国の考え方が大変厳しくなっているという状況もあり

まして、去年で前年比6,800万、約7,000万の減、今年におきましては２億7,200万の減とい

う状況であります。多分交付税に対する国の政策というのはこれからもより厳しくなって
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くるのかなというのが十分想定されるところだろうというふうに思っています。そういう

面では、今まで基金としていろんな活用を進めてきましたけれども、これからも十分財政

再建という観点からこれからの財政運営も含めて進めてまいりたいと思いますし、そうし

なければならないというふうに思っているところであります。第３期まちづくり計画もい

よいよ後期に、今度は計画を立てるということになりますから、その後期計画の中で基金

の運用も含めていろいろ検討してまいりたいというふうに思っていますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員が入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３０分  休憩 

午前１０時３１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第２ 認定第２号 

〇田村議長 日程第２、認定第２号 平成25年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 認定第２号 平成25年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 
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 別冊の決算書をごらん願います。平成25年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分、１、歳入総額１億1,300万9,206円、２、歳出総額１億436万

27円、３、歳入歳出差引額864万9,179円、５、実質収支額864万9,179円。 

 この会計は、町有林3,875ヘクタールの管理、造成を行う特別会計でございます。主な事

業内容及び効果等につきましては、別冊の平成25年度町有林野特別会計決算説明資料39ペ

ージから42ページに記載のとおりでございます。 

 決算書の１ページ、２ページの平成25年度町有林野特別会計歳入歳出決算書は、説明を

省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成25年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、この目につきましては町有林野に係

る下草刈り、除伐、間伐、野そ駆除及び基金間伐に対する道の補助金でございます。それ

ぞれの内訳につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、この目につきましては北海道電

力ほかに対します町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、この目につきましては町有林野基金に係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、この目につきましては留真、東山地区町有林

の立木売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料に記載のとおり

でございます。 

 ２目素材売払収入、この目につきましては豊頃町湧洞ほか３地区町有林の間伐素材売り

払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては職員人件

費等に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、この目につきましては北海道電力から送電線付近の支障立

木伐採補償費、ニトリ北海道応援基金からの植栽用の苗木代の助成の内容でございます。

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項１目財産管理費、この目につきましては町

有林の維持管理に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料につきましては、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、この目につきましては町有林の造成に係る経費でご

ざいます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、16節原材料費につきま

しては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、この目につきましては長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、この目につきましては長期債償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、執行がございません。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３８分  休憩 

午前１０時３９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇田村議長 日程第３、認定第３号 平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 認定第３号 平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額９億908万4,119円、２、歳出総額８億6,925万

1,424円、３、歳入歳出差引額3,983万2,695円、５、実質収支額3,983万2,695円。 

 本会計は、国民健康保険の運営及び医療費の収支を処理する特別会計です。主な内容に

つきましては、決算説明資料43ページ、44ページに記載しております。 

 次のページをお開き願います。１ページ、２ページの平成25年度国民健康保険事業特別
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会計歳入歳出決算書につきましては、省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成25年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別

明細書、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、この科目は

一般被保険者に係る国民健康保険税です。現年度課税分２億1,984万6,190円、収納率

97.94％、前年対比0.3％の増であります。滞納繰越分601万5,745円、収納率24.94％、前年

対比1.81％の増であります。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この科目は会社等に勤め、退職された年金受給権

のある方に係る国民健康保険税です。現年度課税分799万2,970円、収納率は99.97％、前年

度対比0.33％の増であります。滞納繰越分８万9,856円、収納率で30.56％、前年対比7.22％

の増であります。不納欠損額は４人、98万3,601円、生活保護受給により滞納処分をできる

財産がなく、不納欠損したものでございます。収入未済額は107人、2,196万6,458円となっ

ております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金は、一般被保険者に要した

医療費に対し保険給付費として国から32％が交付される内容であります。 

 ２目高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業拠出金に対し国から４分の１が

交付される内容となってございます。 

 ３目特定健康診査等負担金は、特定健康診査等に要した経費の３分の１が交付される内

容となってございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金は、市町村間における財政力の不均衡を調整する

ために交付される内容でございます。 

 ２目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は、70歳以上の方の一部負担金割合凍結に伴

う高齢受給者証再交付に係る印刷代及び郵送料補助金となってございます。 

 次のページ、４ページをごらん願います。３款１項１目療養給付費等交付金は、退職被

保険者に要した療養給付費、療養費、高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保険税

を除いた額が社会保険診療報酬支払基金から交付されたものとなってございます。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金は、65歳から75歳未満の加入者の割合に対し保険者間の

医療費の負担の不均衡を調整するために社会保険診療報酬支払基金から交付された内容で

ございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、共同事業拠出金の４

分の１が道から交付された内容でございます。 

 ２目特定健康診査等負担金は、国庫負担金と同様に特定健康診査等事業に要する経費の

３分の１が道から交付された内容となってございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、市町村間における財政力の不均衡を調整するため

に道より交付されるものでございます。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、国民健康保険事業基金利子

の内容でございます。 
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 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金は、高額医療費の発生による

保険者の財政運営の不安定化を緩和するために保険者からの拠出金を財源として交付され

るものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金は、市町村国保間の保険料、保険税の平準化を図り、

財政の安定を図るため、１件当たり30万円を超える医療費に対し市町村国保から拠出され

ております財源をもとに都道府県単位で費用負担を調整した中で交付されるものでござい

ます。 

 ５ページをごらん願います。８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、

一般会計からの繰入金で、保険税の減額分の補填、出産一時金、その他職員の人件費等に

かかわる内容でございます。１節の保険基盤安定軽減分繰入金は、北海道が４分の３、町

が４分の１を負担する内容でございます。２節の保険基盤安定支援分繰入金は、国が２分

の１、北海道が４分の１、町が４分の１を負担する内容となってございます。３節その他

一般会計繰入金は、その他繰入金の内容であります。 

 ９款１項繰越金は、前年度繰越金です。 

 10款諸収入、１項延滞加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金は、保険税の延滞金で

す。 

 ３項雑入、６ページをごらん願います。３目一般被保険者返納金は、被保険者が資格を

喪失したときに医療費等の給付を受けることができなかった一般被保険者13人分について

世帯主から返納をいただいたものです。 

 ５目雑入は、過年度の療養給付費等負担金の精算に伴う追加交付が主な内容となってご

ざいます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 続いて、歳出について説明をいたします。７ページをお開き願います。歳出、１款総務

費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目はこの特別会計に係る職員の人件費及び

事務的経費を計上したものです。主な内容について説明をいたします。13節委託料は、シ

ステム保守、共同電算事務処理、レセプト点検等に係る経費の内容です。25節積立金は、

基金への積立金の内容です。 

 ２目連合会負担金は、北海道国保連合会への負担金です。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、この科目は国民健康保険税の賦課徴収に係る事務的経費

を計上したものです。12節役務費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料に記載のと

おりです。 

 ３項１目運営協議会費、この科目は委員９人で構成する国民健康保険運営協議会の運営

に係る報酬並びに費用弁償の経費を計上したものです。実績といたしましては、開催回数

１回、７人の出席であります。その他は、特に説明を加える事項はございません。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、２目退職被保険者等療

養給付費、この科目は北海道国保連合会へ支払う医療費のうち保険者として浦幌町が負担
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した経費です。特に説明を加える事項はございません。 

 ８ページをごらん願います。３目一般被保険者療養費、４目退職被保険者等療養費、こ

の科目は整骨院、はり、きゅうの治療及び保険証を持たずに診療機関で治療され、10割を

被保険者が負担した場合に保険者負担分７割を被保険者に戻すために支払った経費です。 

 ５目審査支払手数料は、北海道国保連合会へ支払う手数料となってございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費、この

科目は被保険者が１カ月の間に医療費の限度額を超えて支払った場合にその超えた額を保

険者である浦幌町が負担した経費です。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、この科目は被保険者が１年間の間に医療費と介

護費合算が限度額を超えて支払った場合にその超えた額を保険者である浦幌町が負担した

経費です。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産した場合に

支給する出産育児一時金の経費９件分の内容となってございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費は、国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合に１万

円を支給する葬祭給付費の経費でありまして、９件分の内容となってございます。 

 ９ページをごらん願います。３款１項１目後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度に

対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算定した額を同支払基金に支払い、同支払基

金から後期高齢者広域連合に支払う経費の内容となってございます。 

 ２目後期高齢者関係事務費拠出金は、社会保険診療報酬支払基金への事務費拠出金です。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金は、65歳から74歳までに係るもので、社会保険診療報酬

支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付する経費の内容でございま

す。 

 ２目前期高齢者関係事務費拠出金は、社会保険診療報酬支払基金への事務費拠出金の内

容となってございます。 

 ６款１項１目介護納付金は、介護保険事業の費用のうち30％について医療保険各法の保

険者が40歳以上65歳未満の第２号被保険者加入者分について負担しているもので、本町の

国民健康保険負担分の介護納付金として支払うための経費でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金は、過去３年間の高額医療費

の推移を見て全道対比で拠出する経費となってございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金は、市町村国保保険者の保険料の平準化と保険財政

の安定を図るための事業に保険者として拠出する経費を計上したものです。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費は、特定健康診査、特定保健指導によ

り糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的に行う事業となってございます。

10ページをごらん願います。13節委託料、18節備品購入費の内容につきましては、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、この科目は被保険者の保健保持のために行う各
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種事業に要する経費でございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおり総合健診業務、

国保人間ドックの委託料となってございます。対象者は247人で、受診者74人、受診率30％

という実績でございます。 

 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は、過年度

の保険税の更正に伴う還付金の内容です。 

 ３目償還金は、平成24年度の療養給付費等負担金、特定健診等負担金、出産育児一時金

補助金等の精算に伴います返還金でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ、認定い

ただきますようお願いをいたします。終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明書の43ページを開いていただき、質問させていただきます。 

 不納欠損、それから滞納に関連してお伺いしたいのですが、まず不納欠損ですが、地方

税法の15条７の４、これは差し押さえの財産がないか、あるいは極めて貧困状態か、ある

いは調査できないか、これ３つ載っています。それにかかわって、４では３年間の徴収停

止、あるいは５では判定して即徴収停止、これ２つだと思うのです。そのように理解して

いますが、それでちょっと見ますとこの４件とも32件、23件、これ回数で割りますと４項

のほうでは１回１万1,000円ぐらい、それから５項のほうでは１万6,000円ぐらいになるの

です。これ入院負担、高額負担ができなくてという場合はもちろん含んでいるかもしれま

せん。しかし、１回にしては非常に多いのです。当然想像できることは、保険証の短期証、

その後の資格証ですか、そういう状況で続いて不納欠損になる。当然こういうことだと思

うのですが、そういう理解でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇菅原町民課長補佐 私のほうから説明させていただきます。 

 この不納欠損、第15条の７の４、第15条の７の５、それぞれお二人ずつということなの

ですけれども、杉江議員が今言われましたように金額でいけば大きいということなのです

けれども、たどってきた経過として短期証もしくは資格証ということで言われているとお

りなのですけれども、その中で随時聞き取りをしながら分割納付、納税相談、生活再建の

ご相談等々受けてきています。そして、経過としてある程度２年ないし３年の経過を見た

中で、結果としてどうしても生活再建もままならないと。もしくは生活困窮者ということ

で、生活保護の該当にしたほうがいいというような相談をしながら、また保健福祉課のほ

うともそれらのことを含めて調査検討、それと実態調査、財産調査等を含めた中で、最終

的に執行停止をかけていくという流れでやっておりますので、それぞれに状況も違ってき

ますので、短期証が長かったのか、資格証があったのかということになりますと、資格証

の時期がなかった方もおられます。単純に生活困窮ということがもう明らかにわかって、
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古い分についてどうしてもこれ以上の回収をすることが酷であるということになれば、調

査結果が出ておりますので、そこで停止かけて処理していくということもありますので、

一概に全部が全部資格証等の処分をしてというか、対処をしてということでもない方もお

られるケースはございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 大変丁寧な説明いただきまして、また行政の対応としても、住民に対する対

応、非常に細やかにしておられるということがよくわかりました。 

 そういう中で心配されるのは、全体の金額は前年度より250万ぐらい減っていますね。し

かし、対象人数11名ですか、ふえているのです。これを心配するのです。こういう予備軍

になっていかないのかなと。私たちも指摘していますし、監査委員さんも指摘している現

年処理、このことが不納欠損をふやさない最大の第一歩だと私も思っていますけれども、

そういう中でちょっと視点変えまして、心配するのは先ほど申し上げた短期証、それから

資格証、そういう中で収入未済になっている人たちの中でどれぐらいいるのかということ

はわかりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 収入未済107人という表示をさせていただいております。国民健康保険です

から、世帯主というカウントの仕方だというふうに理解をしておりますが、短期証につき

ましては42世帯、それから資格証につきましては８世帯ということで、50世帯の内容でご

ざいます。その他57世帯という部分が残るわけでございますけれども、現在国保に加入を

しておらず、転出、それから他の保険に行ってしまって、そのまま残しているという方が

57世帯でありまして、これを合わせて107世帯という内容でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 大変細かな数字を教えていただきました。先ほど申し上げましたように、短

期証、資格証の方は当然予備軍になる可能性、悪い言い方ですが、しかし心配するわけで

す。見方変えて先ほども言いましたけれども、その人たちが資格なくなったり、そうなっ

てなお負担がふえるわけですよね。それで、なお上乗せになる。負担が大変になる。そう

いう中で国保の浦幌町の国保税条例では、救済措置といいますか、設けていますよね。減

免措置は４項目つくってあると思います。そういう対応も先ほどお話あったように、生活

支援のほうに相談するとか、いろんな対応されていることわかります。そういう対応をし

ながら、できるだけそういう対象になれば負担も少なくなってくるわけですから、滞納す

る人たちも多少少なくなってくるのだと。数は少ないだろうけれども、少なくなってくる

のだろうなと思います。そういう観点から、やっぱり現年対応は非常に大切だなと、１年

目の滞納になった分あったとしても、今説明あったような細かな対応をしていけばふやさ

ないでいける、そういうものがあるのだろうと思います。ぜひその辺の努力をされながら

できるだけ現年処理していくように努力していただきたい。 
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 終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 監査委員さんの意見の中にも現年分の対応といいますか、そういう滞納が

なくなるように、今議員おっしゃられたように、また次の滞納者とならないような対応を

すれと、こういうようなお話もございました。おっしゃるとおりだというふうに思ってご

ざいます。先ほど補佐のほうからもお話しいたしましたけれども、ただ単に短期証を発す

るのではなくて、来ていただいていろんな生活実態をお話を聞きながら、それに応じた対

応、例えば保健福祉のほうの対応も必要であればそういうような対応、それから一遍に払

えないということであれば分割納付どこまでできますか、どうですかというようなことで、

来ていただいてお話をするということの機会をふやすことが非常にこういう滞納整理とい

いますか、滞納を食いとめていく、ずっと行かないように早く終わらせるといいますか、

そういうようなことが必要であろうというふうに思ってございまして、これからもそうい

うような対応の中で、呼びつけられるというのは非常に本人さんにとっては迷惑だし、い

ろんなことはあろうと思いますが、私たちといたしましてはやはり来ていただいて、いろ

んな相談をしながら対応するということのご理解をいただいて、このような対応をまだこ

れからもやっていきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いをしたいな

というふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０４分  休憩 

午前１１時１９分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇田村議長 日程第４、認定第４号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 認定第４号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額7,542万7,146円、２、歳出総額7,495万9,073円、

３、歳入歳出差引額46万8,073円、５、実質収支額46万8,073円。 

 この会計は、後期高齢者医療広域連合に対する収支を処理する特別会計です。主な内容

につきましては、決算説明資料45ページに記載してございます。 

 次のページをお開き願います。１ページ、２ページの平成25年度後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算書につきましては、省略をさせていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この科目は75歳以上の方及び65歳から

75歳未満の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険の資格を取得された方が納める

保険料です。被保険者数1,106人のうち、寝たきり等の障がいの方31人です。納付状況は、

公的年金からの特別徴収者934人、普通徴収175人となっています。現年度分の収入済額は

4,347万6,800円、収納率99.70％、前年対比0.1％の減であります。滞納繰り越しの収入額

は５万7,500円、収納率76.99％です。前年対比16.03％の減となってございます。不納欠損

は２件、２万9,500円、収入未済者は３人、15万8,000円でございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、後期高齢者医療広域連合への納

付金として１節広域連合事務費繰入金、２節保険基盤安定繰入金は、保険料軽減措置分と

して一般会計から繰り入れるものです。保険料軽減措置分につきましては、措置費の４分

の３が道から交付されるものです。 

 ３款１項１目繰越金は、前年度繰越金の内容でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金は、保険料の延滞金です。 
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 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、２目還付加算金は、広域連合からの還

付金です。 

以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 続いて、歳出について説明をいたします。４ページをお開き願います。歳出、１款総務

費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目はこの特別会計に係る職員の人件費及び

事務的経費を計上したものです。主な内容について説明をいたします。13節委託料は、後

期高齢者医療システム保守料の内容となってございます。 

 ２項１目徴収費は、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係る事務的経費でございま

す。特に説明を加える事項はございません。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療広域連合に対する納付

金で、広域連合の事務費に対する共通経費並びに保険軽減に係る保険基盤安定分、後期高

齢者医療保険料等を納付する内容となってございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、２目還付加算金は、過

年度の保険料の更正に伴う還付金です。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金は、一般会計への繰出金でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、

ご認定いただきますようお願いをいたします。終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇田村議長 日程第５、認定第５号 平成25年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 認定第５号 平成25年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 
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 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成25年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出

決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額６億4,175万2,781円、２、歳出総額６億3,032万

5,777円、３、歳入歳出差引額1,142万7,004円、５、実質収支額1,142万7,004円。 

 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費の会計処理をする特別会計となってござい

ます。主な内容及び事業効果は、決算説明資料46ページ、47ページに記載してございます。 

 次のページをお開き願います。１ページ、２ページの平成25年度介護保険特別会計歳入

歳出決算書につきましては、省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成25年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、この科目は65歳以上の第１

号被保険者の方が納める保険料となってございます。現年度分9,404万7,890円、収納率

99.69％、前年対比0.23％の増であります。滞納繰越分29万1,500円、収納率33.74％、前年

度対比9.23％の増、不納欠損は１人、9,000円、収入未済額は15人、85万3,710円の内容と

なってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金は、保険給付費の20％が国か

ら交付されるものです。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この交付金は原則保険給付費の５％を国が交付する

ものでありますけれども、75歳以上の後期高齢者の割合、所得階層等の構成割合を全国平

均と比較し、多い場合は５％を超えて交付され、逆に少ない場合は５％を下回って交付さ

れるものです。25年度につきましては、8.97％の交付割合となりました。 

 ２目地域支援事業交付金、この科目は地域支援事業費のうち介護予防事業については対

象経費の25％、任意事業につきましては対象経費の40％が交付されるものでございます。 

 ３目介護支援事業費補助金は、国からのシステム改修費に対する補助金の内容となって

ございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この科目は保険給付費の12.5％

が道から交付されるものです。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、地域支援事業の介護予防事業は対象経費の

12.5％、任意事業は対象経費の20％を道から交付されるものです。 

 ４ページをごらん願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金は保険給

付費の29％、２目地域支援事業交付金は介護予防事業対象経費の25％をいずれも社会保険

診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、基金の利子でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、介護給付費繰入金として保険給
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付費のうち市町村の負担分12.5％、地域支援事業繰入金として介護予防事業費の12.5％、

任意事業の市町村負担分20％、さらに介護保険事業に係る職員の人件費、事務的経費等を

一般会計から繰り入れたものです。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金は、介護保険給付費準備基金からの繰入金

です。 

 ７款１項１目繰越金は、前年度繰越金となってございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金は、保険料納付の延滞金

であります。 

 ２項３目雑入は、65歳未満の生活保護者の介護認定を十勝振興局から依頼され、それに

伴う審査料の内容となってございます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 次に、歳出について説明をいたします。６ページをお開き願います。１款総務費、１項

総務管理費、１目一般管理費、この科目は介護保険事業に係る人件費及び事務的経費を計

上したものとなってございます。13節委託料は、システム改修委託料の内容です。 

 ２項１目賦課徴収費、この科目は介護保険の賦課及び徴収に係る事務的経費です。12節

役務費は、郵便料、コンビニ収納基幹システム利用手数料及び口座振替手数料の内容とな

ってございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、この科目は東部４町で構成する介護認定審査会に係る経費

です。12節役務費は主治医からの意見書をいただく手数料、14節使用料及び賃借料は専用

回線用のファクス借り上げ料です。19節負担金、補助及び交付金は、東十勝介護認定審査

会共同設置に係る負担金の内容となってございます。 

 ２目認定調査費、この科目は要介護度の認定調査に要する経費でございます。１節報酬

は調査員１人分の報酬、13節委託料は介護保険施設及び居宅介護施設等に係る認定調査委

託料となってございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この科目は介護保険運営協議会委員６人分の報酬及び

費用弁償です。 

 ７ページをごらん願います。５項１目趣旨普及費は、介護保険制度普及のためのパンフ

レット等の費用を計上してございます。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費から４目施

設介護サービス等給付費までは、被保険者が事業所からサービスを受けたときの費用に対

し保険給付費で支払うもので、各事業所には国保連合会を通じて支払われることとなって

ございます。 

 ５目福祉用具購入費は21件、６目住宅改修費は18件の実績となりました。この科目は、

保険給付費として９割を被保険者の申請に基づき支払う内容でございます。本町の場合に

おきましては、受領委任制度というものがございまして、本町との契約業者であれば自己

負担の１割だけを支払えばよいこととなってございます。契約業者につきましては、福祉
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用具においては12業者、住宅改修については19業者となってございます。 

 ７目審査支払手数料は、北海道国保連への支払手数料です。 

 ２項１目高額介護サービス等費は、1,313件の実績となりました。この科目は、各世帯の

所得状況に応じ１カ月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額を超えた額を

高額介護サービス費として保険者が支払うものです。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、この科目は介護保険と医療保険を利用した際

に自己負担の年額が高額になったときに保険者が支払う経費です。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、957件の実績となりました。この科目は、居住費、

滞在費及び食費の負担が低所得者の方にとって過剰な負担とならないよう所得に応じ定額

の負担限度額を定めております。これにより低所得者等の負担軽減を図るために本人負担

以外の分を国保連合会に支払う経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、この科目

は要支援、要介護認定者を除き自立した生活を送られている方を対象に調査を行い、虚弱

な高齢者に介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者にも介護予防のための健

康づくり等を行う経費となってございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおり通所

型介護予防事業43回、療法士６回分の委託料の内容でございます。委託先は、記載のとお

りうらほろ幸寿会協立病院となってございます。 

 ２目任意事業費、この科目は家庭内における介護に伴い家族が受ける身体的、精神的、

経済的負担を軽減し、家族介護を継続していただくための支援に要する経費です。20節扶

助費は、説明資料に記載のとおり紙おむつ等の介護用品の給付費並びに家族介護慰労金

15家族分でございます。１家族当たり年間５万円の支給となってございます。 

 ３目包括的支援事業費、この科目は本町の地域包括支援センター運営に係る経費です。

１節報酬は委員12人分の報酬、13節委託料は介護予防プラン作成委託料、包括支援業務委

託料の内容でございます。 

 ９ページをごらん願います。５項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金は、基

金積立金の内容です。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金は、過年度の保

険料の更正に伴う還付金です。 

 ２目償還金は、24年度の介護給付費等負担金の精算に伴う返還金に係る経費となってご

ざいます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金は、平成24年度分の精算に係る一般会計への繰り出しに

伴う経費となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ、認定い

ただきますようお願いを申し上げます。終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



                                             － 25 － 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩したいと思います。 

 

午前１１時３８分  休憩 

午前１１時３９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第６ 認定第６号 

〇田村議長 日程第６、認定第６号 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 認定第６号 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入

歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊、決算書をごらん願います。あわせまして説明資料48ページから49ページをごらん

願います。平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額２億9,450万6,646円、２、歳出総額２億8,504万

6,187円、３、歳入歳出差引額946万459円、５、実質収支額946万459円。 

 本会計は、町立診療所の管理運営及び診療にかかわる収支の会計を処理する特別会計で

ございます。診療状況など主な内容並びに一般会計繰入金にかかわる交付税措置額等につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書１ページをごらん願います。平成25年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書、

歳入歳出につきましては省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成25年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明
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細書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金及び２款１項１目繰越

金につきましては、特に説明を加えることはございません。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、この科目につきましては診療行為に伴います診療

報酬の収入でございます。１節から６節までの現年度分につきましては、収納率99.99％、

収入未済額につきましては１名、１件の内容でございますが、本年８月末までに全額が収

納になってございます。７節、繰り越し分につきましては、収納率7.80％、収入未済額に

つきましては10名、52件の内容でございます。 

 ２項１目雑入、この科目の主なものは十勝医師会からの休日診療確保対策事業交付金

12万8,800円、その他公衆電話使用料等が主な収入内容でございます。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債、この科目につきましては医療

機器更新にかかわる事業債でございます。 

 ３ページ下段から４ページをごらん願います。５款道支出金、１項道補助金、１目医療

施設等整備補助金、この科目につきましては十勝メディカルネットワーク事業にかかわる

補助金で、診療情報等を参照するための専用パソコン購入に係るものでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目に

つきましては医療事務に携わる事務職員の人件費及び施設の管理運営にかかわる経費の内

容でございます。11節需用費、修繕料、18節備品購入費につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 ２目医業費、この科目につきましては医療業務に携わります医師、技師、看護師等の人

件費及び医薬材料、医療機器の保守点検委託料及び賃借料などの内容でございます。13節

委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。なお、

７節賃金の不用額につきましては医師及び看護師等賃金、11節需用費の不用額につきまし

ては医療材料費の執行残によるものでございます。 

 ２款１項１目予備費につきましては、執行しておりません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第７ 認定第７号 

〇田村議長 日程第７、認定第７号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第７号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出

決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。あわせて説明資料50ページから52ページをごらんおき

願います。平成25年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億4,659万1,324円、２、歳出総額３億3,816万

7,211円、３、歳入歳出差引額842万4,113円、５、実質収支額842万4,113円。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別会計でございます。主な

内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらん願います。平成25年度公共下水道特別会計歳入歳出決算は、省略させ

ていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成25年度公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金、公共下水道受益者

分担金につきましては、新築などはなく、収入はございません。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、公共下水道受益者負担金につきましては、新規

１件、滞納繰越分につきましては１件、１名でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、滞納繰越分につきまして

は１件、１名でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、公共下水道事業における

国庫補助金で、浦幌終末処理場の反応タンク流入ゲート設備更新及び汚泥計測設備工事な

どに係るものでございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、水洗便所等資金貸付金におけ

る預託金利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ６款繰越金及び７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２項貸付金元利収入につきま

しては、特に説明する事項はございません。 

 ３項１目雑入につきましては、鉄くず等スクラップ収入でございます。 
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 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、下水道整備に係る事業債でございます。 

 ５ページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、公

共下水道に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、水洗化に向けての普及推進に係る経費でございます。特に説明する事

項はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、汚水管渠の維持管理に係る経費でございます。11節

需用費、13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の13節

委託料につきましては、管渠等清掃に係るものでございます。 

 ２目処理場管理費、処理場の維持管理に係る経費でございます。11節需用費、13節委託

料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきま

しては、薬品と消耗品及び施設管理などの修繕料の執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、下水道建設費に係る内容でございます。13節委託

料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の15節

工事請負費につきましては、汚泥計測設備更新工事等事業確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金及び２目利子につきましては、長期債の償還に係るものでご

ざいます。 

 ４款１項１目予備費、執行しておりませんので、不用額となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第７号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 認定第８号 

〇田村議長 日程第８、認定第８号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 認定第８号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳

出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。あわせて説明資料53ページから55ページをごらんおき

願います。平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額6,206万648円、２、歳出総額6,110万4,493円、３、

歳入歳出差引額95万6,155円、５、実質収支額95万6,155円。 

 この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計でございます。

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらん願います。平成25年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は、省略

させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成25年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、個別排水処理

施設設置、新設14件に係る受益者分担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、収入未済額につきまし

ては、12件、７名でございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、水洗便所等資金貸付金におけ

る預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５款繰越金及び６款諸収入につきましては、特に説明する事項はございません。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、施設整備に係る新設14基分の事業債

でございます。 

 ５ページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、個

別排水処理施設に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、水洗化に向けての普及推進に係る経費でございます。19節負担金、補

助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、合併処理浄化槽等の施設の維持管理に

係る内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、合併処理浄化槽の建設費に係る内容で

ございます。15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不

用額の15節工事請負費につきましては、事業確定に伴う執行残でございます。 
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 ３款１項公債費、１目元金及び２目利子につきましては、長期債償還に係るもので、不

用額の23節償還金、利子及び割引料は償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款１項１目予備費、執行しておりませんので、不用額となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第８号を採決いたします。 

 認定第８号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第８号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第９号 

〇田村議長 日程第９、認定第９号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第９号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。あわせて説明資料56ページから59ページをごらんおき

願います。平成25年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額５億4,592万4,773円、２、歳出総額５億2,994万

5,524円、３、歳入歳出差引額1,597万9,249円、５、実質収支額1,597万9,249円。 

 この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持管理をする特別会計でござい

ます。主な内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらん願います。平成25年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書は、省略させ

ていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成25年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、町道２条通り改良工
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事に伴う水道管移設に係る工事負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、収入未済額につきましては、現

年度分382件、92名、うち１法人でございます。滞納繰越分は、460件、62名、うち１法人

でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、新設26件、改造10件の内容でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、簡易水道事業における

国庫補助金で、配水管新設工事及び厚内浄水場と十勝太配水池計測装置更新工事などに係

る内容でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５款繰越金及び６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料につきましては、特に説明する

事項はございません。 

 ２項１目雑入につきましては、残存物件の売り払いに伴う地元還付金と消費税還付金で

ございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、水道施設整備に係る事業債でございます。 

 ５ページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、簡

易水道事業に係る人件費などの一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきま

しては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目施設管理費、簡易水道施設における維持管理に係る経費でございます。11節需用費、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費及び18節備品購入費につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては浄水場施設の

薬品等消耗品及び修繕料などの執行残で、12節役務費につきましては汚泥処理に係る産廃

処理手数料などの執行残でございます。また、13節委託料につきましては浄水場水質監視

装置点検委託料、14節使用料及び賃借料につきましては浄水場の除雪機械借り上げ料の執

行残でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、浦幌町簡易水道における配水管の新設及び浄水場設

備の更新と量水器取りかえ工事などに係る内容でございます。13節委託料、15節工事請負

費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

不用額の15節工事請負費につきましては事業確定における執行残で、19節負担金、補助及

び交付金につきましては道営畑総整備事業の負担金確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金及び２目利子につきましては長期債償還に係るもので、不用

額の23節償還金、利子及び割引料は償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款諸支出金及び５款予備費につきましては、執行しておりませんので、不用額となっ

てございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第９号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 再開は、あす10日午前10時といたします。 

散会 午後 ０時０２分 


