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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの出席議

員は１２名で会議は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員を指名します。会議録署名議員は会議規則第１２２

条の規定によって、７番四戸議員と８番櫻井議員を指名します。 

日程第２、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第２０号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算、 

日程第５、議案第２２号平成２５年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算、

以上議案６件を一括して議題とします。これより、平成２５年度各会計予算に

係る提案説明を求めますが、前段予算説明資料に基づく各会計予算総括概要、

続いて、一般会計より順次各会計の説明をお願いいたします。それでは、平成

２５年度各会計予算の概要並びに一般会計予算について提案説明を求めます。

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１９号、平成２５年度一般会計予算の説明をさせていただきますが、議

長より 初に各特別会計を含めた予算概要の説明を求められましたので、平成

２５年度予算説明資料にてご説明を申し上げます。表紙が目次になっておりま

すけども本資料は１番の平成２５年度各会計予算総括から１７番の平取町畜産

公社事業調までの３５ページの内容となってございます。表紙をお開き願いま

す。平成２５年度各会計予算総括でございます。一般会計の総額は６２億５４

００万円で、２４年度に比べまして９億２５００万円、１７．４％の増となっ

てございます。次に、特別会計の国民健康保険特別会計は７億７１４５万円、

２４年度比で、２８３３万４千円、３．５％の減となってございます。後期高

齢者医療特別会計は８０２０万円、２４年度比で６３０万円、８．５％の増と

なってございます。介護保険特別会計は４億２８２０万円、２４年度比で４６

００万円、１２．０％の増となってございます。簡易水道特別会計は２億３８

９６万４千円、２４年度比で７８６万４千円、３．４％の増となっています。

続きまして国民健康保険病院特別会計は７億４９４５万８千円、２４年度比で

１億１４３１万３千円、１３．２％の減となってございます。５つの特別会計

の総額は２２億６８２７万２千円でございまして、２４年度比で８２４８万３

千円、３．５％の減となってございます。一般会計、特別会計をあわせた２５

年度の予算規模は８５億２２２７万２千円となってございまして、２４年度に

比べ８億４２５１万７千円、１１．０％の増となってございます。平成２３年

度決算における平取町の各種の財政指標は、改善がみられているという状況で

ございますが、地方交付税の減額など、地方財政を取り巻く環境は依然として
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厳しい状況になってございます。議会、町民のご意見を賜りながら、策定いた

しました第５次総合計画の財政計画並びに実施計画に基づきまして、持続可能

な財政構造の構築を意識いたしまして、経常的経費においては更なる節減に努

めながら、町民ニーズに合致する投資的経費への重点的配分に努めたところで

あります。それでは各会計の予算について、概要を説明いたします。まず、３

ページの一般会計でございます。歳入、１款町税は、町民税個人では給与所得

等の若干の伸びを見込めるものの固定資産税の減により、町税としては２４年

度対比で５２６万３千円、１．２％の増となってございます。歳入の２款から

９款につきましては、２４年度決算見込み、並びに２５年度地方財政計画の状

況によりまして積算計上してございますが、そのうちの２款地方譲与税は自動

車重量譲与税の増が見込めることから、３１０万円、３．９％の増となってお

ります。６款地方消費税交付金は消費税の税率改正前の特需による収入の増が

見込まれるということでございまして、７５５万円、１３．７％の増を見込ん

でおります。９款の地方特例交付金については恒久減税による特例補てん分が

廃止ということでございまして８４．３％という大幅な減となってございます。

１０款地方交付税は、２４年度対比で１億６９００万円、５．９％の増となっ

ております。内訳といたしましては普通交付税は新単位費用等から推計いたし

まして、国の地方交付税特会としては２．２％減少するというところでござい

ますが、２４年度の決算見込みなども勘案し、当初対比で１億３９００万円の

増、それから特別交付税におきましては２４年度決算見込み及び有害獣防止柵

整備事業の実施に伴う算入額を見込みまして３千万円の増額ということでござ

いまして、地方交付税としては３０億４５００万円を計上してございます。次

に１４款国庫支出金でございますが、これは太陽光発電施設整備に係る補助金、

それから参議院議員選挙委託金、埋蔵文化材発掘調査費委託金などの増により

まして６３３１万５千円、２１．９％の増となってございます。１５款道支出

金はびらとり温泉建設事業補助金、鳥獣被害防止総合対策交付金などの増によ

りまして２億２４６８万円、６３．３％の増となっております。１８款繰入金

は２４年度に比べまして８７０万円、２．３％の減となっておりますけども、

これは第５次総合計画に基づきまして、地域インフラの整備充実、経済対策等

を考慮しまして、積極的に投資的経費に充当することとしておりまして、びら

とり温泉整備事業、有害獣侵入防止柵整備事業、地域雇用創出事業等に充当す

るということにしてございます。次に歳出でございますが、増減の幅が多い款

のみ説明申し上げます。２款総務費は職員人件費、特に退職手当組合清算納付

金の増ですとか、貫気別支所庁舎改修工事、びらとり温泉の太陽光発電システ

ム整備工事などの実施、参議院議員選挙費の増に伴いまして、１億１８５０万

１千円、８．３％の増となってございます。３款民生費は２４年度対比で、７

億２３０１万７千円、８９．６％の増となっておりまして、これはびらとり温

泉整備事業の増が主な要因になってございます。５款農林水産業費は１８．５％

の増となっておりますが、これは有害獣侵入防止柵整備事業、幹線林道ヌタッ
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プ線改良工事の増が主な要因となってございます。６款商工費は幌尻山荘改修

事業が２４年度実施されたということでその分が減ということで１１．８％の

減になっております。８款消防費は退職による人件費及び２４年度で実施しま

した庁舎改修事業分の減ということになりまして、９．４％の減となっており

ます。９款教育費は１１．２％の増ということでございますが、これは小中学

校特別支援教育支援員の増、埋蔵文化財発掘関係経費、貫気別町民センター屋

根吹替工事等の増によるものでございます。１０款災害復旧費は敷舎内線地す

べり災害復旧工事が当初予算計上となったことから大幅な増となってございま

す。１２款諸支出金４．８％の増でございますが、これは国保病院会計、介護

保険、水道会計繰出金の増が主な要因となっています。次に４ページをお開き

願いたいと思います。国民健康保険特別会計でございますが、歳入１款国民健

康保険税３．０％の増ということになってございます。これは１世帯あたり保

険税を２４年度より６９６０円増えるという見積りでの積算となってございま

して、歳出２款保険給付費は２４年度比で４．７％の減となっておりますが、

これは一般被保険者療養給付費、高額療養費を過去の実績等により見込んでの

計上となってございます。次に下段の後期高齢者医療特別会計ですが、歳出で

は北海道後期高齢者医療広域連合への納付金をはじめ所要経費、歳入では保険

料、繰入金を計上してございます。５ページでございます。介護保健特別会計

ですが、歳出の保険給付費はグループホームの整備に伴いまして、地域密着型

サービス給付費が増えるとの積算で１４．５％の増となっております。歳入は、

給付費の増に伴う、一般会計および準備基金からの繰入金を２８．６％の増と

見込んでおります。次に簡易水道特別会計でございますが、本町地区簡易水道

配水管整備工事等の増によりまして、歳出の事業費で１１．０％の増となって

おりまして、歳入歳出それぞれ３．４％増の予算規模となっております。６ペ

ージでございます。国保病院会計ですが、総額で２４年度対比、歳入歳出で１

３．３％の減となっておりまして、これは院外処方へ移行することでの予算規

模の縮小が要因となってございます。続きまして７ページの一般会計歳出構成

表についてご説明申し上げます。まずその支出が任意に削減できない義務的経

費です。人件費においては、給与改定、退職者と新規採用者の支給額の差によ

る増減ですとか、退職手当組合精算金の増、報酬から賃金への分析替えによる

減、公債費の地方債元利償還金の減等によりまして、２４年度対比で３．９％

の減となっております。また、投資的経費は当初予算ベースではびらとり温泉

の改築などで、単独事業が６９．７％の伸びとなっておりまして、全体で６３．

３％の増となってございます。その他の経費は、各会計への繰出金が対２４年

度比で４．７％の増となっておりまして、その他も物件費が人件費からの分析

替えなどによりまして２６．４％の増となっております。その他の経費が歳出

総額に占める構成比は３１．６％となってございます。８ページ、９ページに

つきましては、一般会計における性質別・目的別の歳出分類表となっておりま

す。説明は省略させていただきたいと存じます。１０ページでございますが２
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４年度の町税収入見込額となってございます。２４年度見込みでは４億９４１

０万２千円となっておりまして、この下のグラフのとおり２３年度決算額に比

べまして２３８０万５千円、５．１％の増となる見込みでございます。１１ペ

ージは後ほどまた説明いたします町税の積算内訳表となっておりますので説明

を省略させていただきます。１２ぺージは交付税の推移及び一般会計公債費の

２９年度までの償還見込推計額となってございます。普通交付税もご覧のとお

り平成１６年度、三位一体改革により大幅に削減された以降は増加の傾向とな

っております。公債費におきましては第５次の総合計画に基づき推計しており

ます。平成２９年度には６億５１２６万円程度になるものと推計しております。

次のページは基金現在高の見込み状況でございまして、１の財政調整基金から

８までのそれぞれの特定目的基金までが一般会計、９番、１０番は特別会計分

となってございます。一般会計における２４年度末の基金残高見込みは２６億

２０７０万４千円でございまして、２５年度での取崩、積立分を加えますと、

平成２５年度末では２２億６４６２万７千円となる見込みでございます。下段

の金券事業分についてはご覧のとおりです。次のページ１４ページにつきまし

ては平成２４年度、２５年度の基金の取崩予定等について記載してございます。

２５年度におきましては、もっとも多く取崩を予定しております沙流川ダム地

域振興基金でございます。これは防犯灯ＬＥＤ整備事業から学校給食施設整備

事業までの２６事業、３億２８００万円を繰入れることとしてございます。次

のページ１５ページから２３ページまでは平成２５年度の主要事業を掲載して

おりますが、今回の資料から、事業がどの予算科目に計上されているかをより

理解いただきたいと思いまして、事業ごとに予算の科目を款項目で数字にて記

載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。主要事業につきまして

は個別の説明は省略をさせていただきたいと存じます。２４ページ、簡易水道

特別会計、国保病院会計への繰出金の算出の内訳となっております。２５ペー

ジから３０ページまでは各一部事務組合負担金の内容となっておりますので、

これはまた各科目における予算説明のなかで説明させていただきたいと存じま

す。３１ページは日高管内地方税滞納整理機構の歳入、歳出の内訳と各町の負

担金となっております。３２から３５ページは平取町畜産公社事業における決

算見込、事業目論見となっていますがこれも説明は省略をさせていただきたい

と存じます。予算説明資料の説明は以上とさせていただきますけれども、これ

より一般会計予算書の説明に入りますが、ただいま説明した説明資料を使って

の説明もさせていただく箇所もありますのでその科目によっては複数の事業が

複数の節によって計上されている場合がありますので、合わせて説明資料など

でご確認をいただきたいと存じます。それと説明に際してお願いでございます

が、内容が恒常的で大きな変化等がない科目等については説明を省略する場合

もありますので事前にご理解をお願いしたいと思います。ご存知のとおり工事

請負費や委託料で事業の入札等において影響が予測されるものについては金額

を記載しておりませんので、合わせてご理解をお願いしたいと存じます。予算
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説明資料については以上でございます。それでは大変失礼ですが座って説明を

させていただきます。それでは議案第１９号一般会計２５年度予算につきまし

てご説明を申し上げたいと存じます。第１条、歳入歳出予算ですが、歳入歳出

予算の総額は歳入歳出予算それぞれ６２億５４００万円とするものでございま

す。第２項においては歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第

１表 歳入歳出予算」によることとしてございます。第２条、地方自治法の規

定によりまして債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第２表

債務負担行為」によるものとしてございます。第３条、地方債については地方

自治法の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は「第３表 地方債」によるものとしています。第４条に

おいて一時借入金の 高額を１０億円としてございます。それでは歳入歳出事

項別明細における歳出よりご説明申し上げますので、９０ページをお開き願い

たいと存じます。これより歳出を説明させていただきたいと存じますけども、

２５年度予算書につきましては大変恐縮でございますが財務会計システムに移

行したということもございまして前年度対比額が予算書に記載されていないと

いう状況になってございまして、今回その補足資料といたしまして予算説明資

料付表ということで歳出の節別の対比表を別冊にて添付させていただきました

ので、それをあわせてご覧になりながら説明を聞いていただきたいと存じます。

それでは歳出でございます。１款１項１目議会費、これは定数１２名分の報酬

等関係経費を計上してございます。４節の共済費でございますが議員共済会の

一時負担金が２４年度より少なくなったということに伴いまして１５６万円の

減となってございます。１４節使用料及び賃借料１０７万１千円でございます

が議事録作成のシステムのリース料を新規に計上しているという状況になって

おります。続きまして９１、９２ページ、ここからは２款総務費になります。

まずは２款１項１目一般管理費でございまして、本科目につきましては職員給

与、嘱託職員報酬、臨時職員賃金、及び行政事務に係る旅費、研修経費、行政

システム管理経費、一般事務経費等について計上してございます。１節報酬で

ございますが嘱託報酬を一人計上してございまして、昨年までは報酬で支払う

べき嘱託がおりましたけれども、これを賃金に移行したということから１億８

０３万円の減というような数字になってございます。２節給料でございますが、

２４年度対比で１名の増となっていることから４０５万２千円の増というふう

になってございます。３節職員手当も住居、時間外手当等の増によりまして９

２３万９千円の増となってございます。４節共済費は共済組合負担金の増によ

りまして５４５万７千円増えてございます。それから７節賃金は報酬からの組

替えで１億１７４０万１千円の増となっておりますが、今日お配りしておりま

す資料でございますが、一般管理費で一括計上した嘱託職員報酬及び賃金比較

表ということでございまして、これは一昨年度から嘱託、臨職に関しては一般

管理費で一括計上をさせていただいておりまして本来の費目の計上がこうであ

るということで、一般管理費で全て計上しているということをご理解いただく
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ための資料ということになっております。それで、嘱託職員、臨時職員につき

ましても２５年度はこの一番下の合計欄にあるとおり総体で２名の増を見込ん

でございます。６０名から６２名に増員をしてございまして、賃金としては９

３３万８千円の増というようなことになるということでご理解いただきたいと

存じます。１３節委託料は財務会計システム保守料が増えたことによりまして

１１８万８千円の増となってございます。１４節使用料及び賃借料は行政情報

システム事務機器使用料の総合法令管理システム利用料等が増えたことによ

り、４２８万９千円の増となってございます。１９節負担金補助及び交付金は

自治会総合交付金がＬＥＤ街路灯補助等の増で６５９万５千円増えてございま

して、それから退職手当組合清算納付金３１５０万円を計上したということか

ら１９節全体では３８５３万８千円の増というような状況になってございま

す。次のページでございます。２目会計管理費でございますが、事務用消耗品、

公金取り扱い手数料の増によりまして３万３千円の増となってございます。次

に９４ページ、３目財産管理費でございます。この費目は庁舎、職員住宅及び

振内単身者住宅の管理経費について計上してございます。１１節需用費は修繕

料といたしまして役場独身寮、単身者住宅の改修費を計上したということから

１２７万７千円の増となっております。委託料は本庁舎管理に係る委託料を一

般管理に計上したため６４万７千円の減額となっております。工事請負費は貫

気別支所庁舎改修工事、議事堂音響システム改修、旧営林署跡地整備、公用車

車庫の改修、本庁舎高圧キュービクル切替工事ということで２８００万円を計

上いたしておりましてこれは２４年度比で２０９０万円の増ということになっ

ております。次に９５ページ４目町有林管理費でございます。これは山火事警

防に係る巡視賃金等について２４年度同額を計上してございます。９６ページ

５目町有林造成費でございますが、この費目は町有林における各種整備事業等

を計上しておりまして、１５節工事請負費といたしまして４６１５万６千円を

計上しております。このうち枝打ち事業に関しては、２４年度に引き続きまし

て雇用対策として地域雇用創出基金１千万円を充当するということで計上して

ございます。９７ページ６目広報広聴費でございます。広報びらとりの発行経

費について計上しております。１１節需用費、印刷製本費は年１０回の発行と

いたしまして、２４年度同額を計上してございます。９８ページ７目支所費で

ございます。この費目は振内、貫気別支所に係る庁舎管理費及び事務経費等に

ついて計上しております。１４節使用料及び賃借料は排雪用機械借上料及び連

絡車リース料等で４３万３千円の増となってございます。１８節備品購入費は

振内支所の会議用テーブル、椅子の更新１２万８千円を計上してございます。

９９ページ、８目公平委員会費でございます。委員会開催経費に伴う報酬、費

用弁償を計上してございます。１００ページ、１０１ページ、９目企画費でご

ざいますが地域おこし協力隊事業、総合計画関係経費、情報通信設備維持経費、

移住定住促進経費、地域公共交通関係経費、新エネルギー導入推進経費、１％

まちづくり事業関係経費などを一括して計上してございます。１１節需用費で
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ございますが２５年度新規事業の市民農園造成費用等の増により８８万６千円

増額となっております。１３節委託料は新規事業といたしまして交流農業体験

施設、市民農園の実施設計料８７万円、第６次総合計画策定調査費ということ

で委託料２００万円、町内公共施設におけるフリースポット整備事業、これは

インターネット環境の整備でございますが１１５万５千円を計上してございま

す。１５節工事請負費は光ケーブルのエリア拡大と公共工事による移設工事費

４３６万２千円、それからびらとり温泉に太陽光発電システムを整備する工事

費３千万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金はペレット

ストーブ購入補助を継続いたしまして、太陽光発電システム設置補助も４０万

円を増額して計上してございます。地域公共交通活性化・再生総合事業負担金

もデマンドバスの運行を継続する費用といたしまして６１７万円を増額して計

上してございます。町民税１％事業のコミュニティ活動支援事業も１０万円を

増額して計上してございます。また、２５年度新規定住対策事業といたしまし

て民間アパート等の建設費用を助成し、町内の定住できる環境を確保するとい

う主旨から、民間賃貸集合住宅整備費助成金を２千万円計上させていただいて

おります。なお、企画費に係る各種事業につきましては、予算説明資料の１５

から１６、２．１．９という款項目で事業内容が記載されておりますので、予

算をみるうえでご参照をお願いしたいと存じます。１０２ページ、１０目水資

源対策費でございます。平取ダム建設事業に係るアイヌ文化環境保全対策事業

と沙流川総合開発事業利水者負担金を計上しております。保全調査は国からの

委託により実施するものでございまして、調査班１１名分の人件費と調査に係

る事務費等で３３５０万円を計上してございます。利水者負担金は二風谷ダム

管理に係る平取町の負担分を計上しております。また、新規に、平取ダムの早

期完成を求める活動を目的といたします平取ダム建設促進期成会補助金５０万

円も計上させていただいております。１０３ページ、１１目交通安全対策費で

ございます。交通安全対策に係る事務経費、振内交通公園管理費、交通安全推

進委員会への補助金等を計上しております。需用費消耗品費が交通安全委員の

被服の更新と振内交通公園の立木等の除去に係る経費ということで需用費が８

２万２千円の増となってございます。１０４ページ、１２目イオル推進対策費

でございます。イオル再生事業に係る経費を計上しています。２４年度に比べ

て報酬で計上していた嘱託報酬を賃金に組み替えしたことによる節間の予算額

の入れ替えと、１３節委託料自然素材モニタリング調査業務委託料等が４２万

円増えてございます。次、１０５ページ、１３目アイヌ文化情報センター費で、

アイヌ文化情報センターの管理経費を計上してございます。１１節需用費、こ

れは修繕料でございますが、開館、閉館看板の改修等で２５万円の増となって

ございます。１０６ページ、１４目諸費でございます。１４節使用料および賃

借料は振内の王子製紙旧所有地に係る借地料、１９節は各種団体等への補助金、

負担金となっています。１０７ページ、２款２項１目税務総務費でございます。

この科目は固定資産評価審査委員の報酬、税務職員の旅費、町税の過年度還付
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金を計上してございます。前年同額でございます。１０８ページ、２目賦課徴

収費でございます。賦課徴収に関しての関係経費を計上しております。１３節

委託料がエルタックス電子申告サービス導入１０２万３千円、固定資産税評価

替委託業務の増によりまして２８４万４千円の委託料の増となっております。

１０９ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。戸籍の管理等

に関する経費を計上しております。２４年度に比べまして、１４節使用料及び

賃借料が戸籍システムリース料の減ということになりまして３６８万５千円減

額となってございます。１１０ページ、２款４項１目選挙管理委員会費でござ

いますが、これは委員報酬等、委員会運営経費について計上させていただいて

おります。１１１ページ、２款４項２目参議院議員通常選挙費でございます。

８月に執行される参議院議員通常選挙経費につきまして各節ごとに計上してお

ります。これは全額国の委託金で充当されています。１１２ページ、２款５項

１目諸統計費でございます。これは２４年度対比で科目として３２万５千円増

となっておりまして、住宅・土地統計調査に係る報酬、旅費が増となっていま

す。１１３ページ、２款６項１目監査委員費でございます。これは監査委員の

報酬、関係事務費について計上させていただいております。１１４、１１５ペ

ージ、これより３款民生費となります。３款１項１目社会福祉総務費でござい

まして、本科目は、戦没者追悼式関係経費、各障がい者等給付費、国保会計繰

出金、民生児童委員活動経費、各種アイヌ文化振興対策経費などが計上されて

いる科目でございます。大きな増減のあるものを説明させていただきます。８

節報償費１９０８万５千円の増となっておりますけども、これは新規分といた

しましてアイヌ文化・地域産業創造協力隊の報償費１２００万円、地域文化資

源等ネットワーク形成協力隊報償費６００万円が主な増加要因となってござい

ます。需用費１７４万４千円の増でございますが、これはアイヌ文化地域産業

創造事業に係る消耗品、地域文化資源活用交流ＰＲポスター作成のための印刷

製本費の増が主な要因となってございます。１３節委託料でございますが、こ

れはアイヌ文化・地域産業創造活動支援業務９００万円、緊急雇用創出推進事

業で実施するソーシャルビジネス創造事業委託料７８０万円、地域文化資源活

用交流産業推進委託事業で実施する無料シャトルバス５６７万円、伝統工芸品

等ＰＲシステム開発１９０万円、地域文化資源等ネットワーク形成業務委託料

４５０万円の計上によりまして前年度に比べ１９２７万８千円の増となってお

ります。１９節負担金、補助及び交付金は平取町地域活性化協議会への助成金

４００万円、沙流ユーカラ街道活性化協議会補助金５００万円、２１世紀アイ

ヌ文化伝承の森推進プロジェクト推進会議補助金１００万円の増によりまし

て、前年対比で１１１９万円の増となってございます。２８節繰出金は国民健

康保険特別会計繰出金でございまして、２４年度に比べまして１５０万５千円

の減となっております。内訳は、保健基盤安定等繰入金といたしまして保険者

支援分と保険料軽減基準額とにおいて６９６万７千円の減となっておりまし

て、国保財政安定化支援事業については５３２万９千円の増となっております。
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出産育児一時金が１３万３千円ということで１５０万５千円の減となっており

ます。次のページ、１１６ページでございます。２目老人福祉費でございます。

この費目は老人福祉寮経費、老人福祉バス運行委託費、デイサービス運営費、

高齢者事業団運営費、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出

金などについて計上している科目でございます。１８節の備品購入費でござい

ますが、貫気別老人福祉寮の前年度のストーブ購入費がなくなったために５９

万円の減となってございます。１９節の老人医療療養給付費負担金、これは北

海道後期高齢者医療広域連合負担金でございますけども、これは２４年度に比

べ、６５８万２千円の減となっております。特養老人ホーム認知症対策補助金

でございますがこれも２００万円の減ということで計上は２００万円となって

います。２０節扶助費でございますが、これは各祝金の減で２０万円の減とい

うことになっております。２８節繰出金は介護保健特別会計への町のルール分

６２７７万３千円の繰出金となっております。給付費等繰入分については６４

４万９千円の増、事務費繰入では２万３千円の減となっておりまして、２４年

度に比べて６４２万６千円の増となってございます。後期高齢者医療特別会計

繰出金は広域連合市町村事務費負担分２４９万５千円、特別会計運営費６５１

万５千円、保健基盤安定負担分１８６６万円の２７６７万円となっておりまし

て、これは２４年度同額となってございます。１１７ページ、３目のすこやか

福祉基金費でございます。単身老人世帯に設置している緊急通報システム管理

経費について計上している科目でございまして、１８節備品購入費は２４年度

より２台多い端末装置を１２台分の予算を計上してございます。１１８ページ、

４目福祉施設費でございます。これはすでに総合計画などでも議論をいただい

たところですが、老人福祉センターのリニューアルに関する関係経費と現老人

福祉センター・ファミリーランドの運営維持等に関する経費となってございま

す。１３節委託料でございますが改築工事分の監理委託料２２００万円を計上

しているために２３１０万円の昨年度に比べて増額となってございます。工事

請負費はびらとり温泉の２６年度リニューアルオープンを予定いたしまして、

２５年度中で完成させるための本体工事、外構工事、揚湯設備工事の予算合わ

せて６億４５００万円を計上してございます。１８節備品購入費は新施設の備

品費２千万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金はデイサ

ービス送迎車の更新に係る補助金とかつら園の浴室装置の改修のための補助金

１２４７万円を計上しております。２４年度はグループホームへの補助金があ

ったため予算としては１７５３万円の減ということになってございます。１１

９ページ、５目国民年金費でございます。これは日本年金機構との連絡事務経

費等について計上させていただいております。１２節役務費、通信運搬費が１

万５千円の減となってございます。１２０ページ、６目生活館費でございます。

１１節需用費は４３２万８千円の減となっておりますけども、これは２４年度

実施した小平生活館外壁屋根塗装、振内町民センターの灯油タンクの整備等に

より修繕料が減になっているというところでございます。１５節工事請負費は
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荷負生活、小平生活館の大規模改修、それから長知内ふれあいセンターの改修

工事合わせて２３００万円を計上してございます。１２１ページ、７目共同作

業場費ですが、これは貫気別共同作業場、二風谷民芸品共同作業場、及び各農

業用共同作業場に係る経費について計上しています。１５節工事請負費の１８

０万円は二風谷共同作業所敷地の側溝の改修工事経費を計上してございます。

１２２ページ、８目介護支援費でございます。これは地域包括支援センターの

運営に係る事務経費を計上しておりまして、１３節委託料は居宅介護支援シス

テム保守等点検委託料が制度改正対応分で１５万８千円減額ということになっ

てございます。１４節使用料及び賃借料介護保険対応システムリース料として

１１万６千円が増加しているというところです。１２３ページ、９目ふれあい

センター管理費でございます。１１節需用費は修繕料で２４年度実施しました

中央監視システムの更新に係る費用６８８万円が減額されておりますけども、

２５年度オールシーズンパークの防水トップコート補修経費４３０万円を計上

したことから、差し引きで需用費としては１７６万９千円の減となってござい

ます。１４節使用料及び賃借料は、事務機器の使用料の増額計上によりまして

５０万円の増となってございます。続いて１２４ページ、１０目母子通園セン

ター費でございます。母子通園センターの管理運営に係る経費の計上となって

おりまして、１３節委託料、子ども発達支援事業委託料が作業療法の回数を増

加したことによりまして３９万円の増となってございます。１２５ページ、３

款２項１目児童福祉総務費でございます。１３節委託料は子育て支援医療費還

元システムの保守委託料の増額によりまして３１万３千円の増となっておりま

す。２０節扶助費のすこやか赤ちゃん誕生祝い金は３９５万円を計上しており

まして、２５年度に制度を改正して祝い金の額を第１子、２子は１５万円、第

３子が３０万円、第４子以降が４０万円とする予定としてございまして、本予

算に関しては出生の状況から予算が不足する場合は、補正にて対応させていた

だきたいと考えてございます。１２６ページ、２目児童措置費でございます。

１３節委託料、常設保育所児童措置費につきましては５か所の保育所、１２７

名分について計上してございます。２４年度比で４０２万円の増となっており

ます。２０節扶助費、児童手当につきましては、０歳から３歳未満は１万５千

円、３歳から小学校終了前は第１子、第２子１万円、第３子以降は１万５千円、

中学生は１万円とされるものとなっておりまして、２４年度に比べまして２５

０万５千円の増額となってございます。１２７ページ、３目児童福祉施設費で

ございます。これは本町の児童館、振内児童クラブに係る運営経費について計

上しております。１８節備品購入費１４万９千円でございますが、これは児童

館の一輪車の購入費となってございます。１２８ページ、ここからは４款衛生

費についてご説明申し上げます。４款１項１目保健衛生総務費でございます。

これは平取町食育推進計画に基づき実施される事業経費、それから各種負担金

等を計上してございます。事業といたしましては８節報償費の地産地消料理教

室の講師謝金で１５万円、１１節需用費はパンフレット代が７０万円、役務費
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では広告料等が７万円となってございます。１９節負担金、補助及び交付金で

ございますが、これは浦河赤十字病院改築事業負担金３８万円が新規の計上と

なってございます。１２９、１３０ページ、２目予防費でございます。各種予

防接種経費及び検診委託料等について計上しています。１節報酬は予防接種を

国保病院に委託するとの計上になっておりまして、２４年度対比で１５１万２

千円の減額となっております。１３節委託料は現在実施している各種検診を継

続することでの委託料を計上しておりまして、乳幼児等の予防接種委託料は国

保病院への委託ということで計上したことから、委託料といたしましては３５

９万８千円の増となっております。１９節負担金、補助及び交付金は不妊治療

費助成金といたしまして５０万円を２４年度にひき続き計上してございます。

１３１ページ、３目保健活動費です。これは保健業務に係る旅費、事務経費を

計上しております。１３２ページ、４目環境衛生費でございますが、これは廃

棄物、し尿処理の組合の負担金、有害鳥獣駆除等に係る経費について計上して

おります。１２節役務費、手数料はシカ補獲後の指定処理施設搬入手数料が２

４年度２１０頭から９００頭分を計上したということで３１０万５千円の増と

なっております。１３節委託料も、シカ捕獲業務委託料が捕獲頭数１７００頭

から１８００頭に増やしたということでの積算となっておりまして、それから

指定処理施設への運搬料を２１０頭から９００頭での計上にしたということか

ら３４４万５千円の増額計上となってございます。１９節負担金、補助及び交

付金ですが平取町外２町衛生施設組合負担金、胆振東部日高西部衛生組合負担

金について、これにつきましては予算説明書で説明させていただきますので、

説明資料の２６ページをご覧いただきたいと存じます。平取町外２町衛生施設

組合の負担金内容について説明申し上げます。平成２５年度予算総額でござい

ますが、上段の表の下から３段目の歳出予算合計額に記載のとおり４億９７６

５万円となっております。内訳としましては議会費、監査委員経費等を含めて

５１万８千円、総務費が職員の人件費及び事務所管理経費等で９７４９万６千

円となっております。事業費は２億９９５９万５千円でございまして、２４年

度に比べ９７７万８千円の減額となっております。これは２５年度も焼却炉の

改修等を実施するという予定でございますが、２４年度に実施したストックヤ

ード建設工事分が減となったための減額となってございます。公債費について

は９９０３万５千円計上してございまして、諸支出金６千円、予備費１００万

円となってございます。これら所要経費に対する各町の負担金につきましては、

上段の表の右側、下から３段目に記載のとおり平取町分といたしまして８５９

８万８千円となっております。２４年度対比で３１３万２千円の増額となって

おります。歳出の合計額から下の表、使用料及び手数料、財産収入、繰越金、

諸収入の合計額１億３９９万円を差し引いた額に均等割の２０％、人口割で８

０％とこの割合で算出した額が平取町の負担額となってございます。続いて２

８ページをお開き願いたいと存じます。胆振東部日高西部衛生組合負担金につ

いてご説明申し上げます。下の２．歳出の表でございます。①議会費から⑦予
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備費までの各款での予算計上となっておりまして、予算総額は１億９８８９万

７千円ということで、２４年度に比べまして２２７万１千円、１．２％の増と

なっております。この内訳は増加分で、①議会費で道外行政視察費の増で１７

４万６千円、③衛生費が派遣職員の増と機械棟屋根葺替え工事による２１９２

万３千円の増、減少分といたしましては⑥給与費で職員２名減による給与、共

済費等の減が要因となって２０９８万２千円の減となってございます。各町の

負担金については３０ページの上の表になります。その内訳が記載されており

まして、平取町の負担といたしましては２１０３万１千円となっておりまして、

２４年度に比べまして２６万６千円、１．２％の減額となってございます。以

上で、胆振東部日高西部衛生組合の負担金に係る説明とさせていただきますの

で予算書１３３ページにお戻りいただきたいと存じます。５目墓地火葬場費で

ございますが、墓地及び火葬場の管理経費について計上させていただいており

ます。１１節需用費は２４年度対比で２８７万５千円の増となっておりますけ

ども、これは修繕料にて火葬炉の修繕と施設のサッシの修繕を実施するという

ことによる増になっております。１３４ページ、６目診療所費でございます。

これは振内診療所、振内歯科診療所の委託料が主な計上となってございます。

１３５ページ、４款２項１目小規模給水施設費でございます。１９節負担金、

補助及び交付金でございますが、給水施設整備に当たりまして、事業費の限度

額を３０万円としてその３分の１を補助するという小規模給水施設補助金を計

上してございます。１３６ページ、４款２項２目小規模給水施設管理費でござ

います。これは川向営農用水施設の管理経費等について計上しておりまして、

２５年度は中山間地域総合整備事業、平取南地区でございますが、浄水施設の

整備を行うためにその事業の負担金１５７５万円を計上してございます。この

費目の管理経費については全額受益者負担、使用料を充当して、工事負担金に

ついては財政調整基金を取りくずして充当するものとしてございます。１３７

ページ、４款３項１目排水処理費でございます。２５年度は隔年で実施してお

ります施設の大規模改修がないということで、通常の管理経費の計上となって

おりまして、予算科目で２５２８万円の減となってございます。１３８ページ、

これより５款農林水産業費の説明とさせていただきます。５款１項１目農業委

員会費です。農業委員会活動経費等について計上しております。農業委員１３

名分の報酬と費用弁償、１３節委託料は２年に１回実施しております現況重ね

図の書込みが２５年度はないことから、１８万９千円の減額となってございま

す。１３９、１４０ページ、２目農業振興費でございます。これは農業振興に

係る各種事業費を計上している科目でございます。４節共済費、７節賃金は経

営所得安定対策事務職員に関する予算計上となっております。８節報償費６５

万円でございますが、これは有害獣浸入防止柵整備事業に施設整備組合への謝

金を計上してございます。１１節需用費は防止柵の小破修繕の増が要因で８６

万６千円の増となってございます。１３節委託料は２４年計上しておりました

新規就農者用住宅の設計委託料が減ということで２５６万２千円の減となって
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おります。１５節工事請負費は有害獣侵入防止柵整備事業を２４年度に引き続

き実施するということで２億７００万円を計上しております。柵の延長は４０

キロメートルを予定しております。１９節負担金、補助及び交付金は新規とい

たしまして経営体支援事業補助金６００万円、食糧供給基盤強化特別対策事業

交付金５３５万円、青年就農給付金事業交付金１２７５万円が増加しておりま

して、２４年度当初予算計上の有害獣侵入防止柵補助金１億５３７５万円が減

額となったことから、１９節としては１億２２０４万円の減となっています。

この科目も非常に事業が盛り込まれた科目ということで、予算説明資料の１８、

１９ページに詳細を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。１

４１ページ、３目後継者対策費です。農業後継者対策として結婚相談員３名の

報酬、農村ふれあい事業補助金等について計上してございます。１４２ページ、

４目畜産業費です。これは家畜共進会経費、軽種馬消流対策、畜産公社関係経

費、町有牧野管理経費等について計上している科目でございます。１３節委託

料、町営牧野管理委託料は２４年度同額の２４００万円を計上しています。１

４節使用料及び賃借料はトラクターの新規導入によりまして１０８万１千円の

増額となっております。１５節工事業請負費は牧野の第２号牛舎の塗装工事で

１４０万円を計上しております。１４３ページ、５目山村振興農林漁業特別対

策事業費でございます。１３節委託料は振内町トマトジュース工場の管理委託

料となってございます。１４４ページ、５款２項１目林業総務費でございます。

みどり豊かな環境審議会経費、地域緑化推進経費について計上しております。

各節２４年度と同額計上となっておりまして、２４年度は備品購入費でパソコ

ン購入２０万円を計上しておりましたのでその分が減額となっております。１

４５ページ、２目林業振興費でございます。２５年度新規の事業といたしまし

ては循環型森林経営計画策定事業予算を計上しております。これに係る予算と

いたしましては９節旅費３０万円、１３節委託料１００万円となってございま

す。１９節負担金、補助及び交付金のカラマツ材利用促進事業補助金でござい

ますが、これは制度の拡充を図るため、前年度６０万円を１４０万円増額いた

しまして２００万円の予算計上となってございます。民有林活性化推進事業補

助金は２４年度同額を計上し造林４０ヘクタール、間伐１００ヘクタール、下

刈１００ヘクタールを計画してございます。１４６ページ、３目治山治水費で

ございます。本町生活環境保全林管理委託費及び小規模治山事業等について計

上してございます。２５年度の治山事業は貫気別丸山地先が計画となっており

まして、１３節委託料では調査測量委託料２００万円及び１５節工事請負費１

７００万円を計上しております。１４７ページ、４目林道費でございます。林

道整備および維持管理経費、糠平幌尻線シャトルバス運行経費について計上し

てございます。１１節修繕料では林道の小破修理を１８０万円計上してござい

ます。１３節委託料と１５節工事請負費は幹線林道ヌタップ線整備事業でござ

いまして、委託料２２０万円、工事請負費５３８０万円、合わせて５６００万

円を計上しております。また、基幹作業路豊糠線開設事業では工事請負費２８
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００万円を計上しております。１３委託料についてはシャトルバス運営関係の

利用料徴収等委託料、通常の維持管理委託料を計上してございます。２４年度

は豊糠線の設計委託料を計上していた分１９７７万８千円の減額となっており

ます。１４節使用料及び賃借料は幌尻登山客の足の確保のためのシャトルバス

の借上料となってございます。以上で５款農林水産業費の説明とさせていただ

きます。１４８ページ、６款商工費を説明させていただきます。６款１項１目

商工総務費でございます。１９節負担金、補助及び交付金の労働講座の補助金

は地区連合への補助金となってございます。２１節貸付金は生活安定融資資金

でございまして、北海道労働金庫への預託金となってございます。融資額は預

託金の１．５倍、１件あたりの貸付限度額は１５０万円となってございます。

１４９ページ、２目商工振興費でございます。１９節負担金、補助及び交付金、

商工業活性化対策事業補助金１６０万円は商工まつり販売促進事業のへの補助

金、平取町商工会補助金1５６７万５千円。この内訳としまして、職員人件費と

指導事業費の経営改善普及費分が１４７８万１千円、それから青年部・女性部

等に係る一般事業費が８９万４千円となってございます。前年度同額となって

おります。商工業振興事業補助金は地元購買促進、商店街美化事業などへの補

助金で２０万円の増額となってございます。中小企業特別融資の利子補給は平

成２１年度からの既存貸付金及び新規分を見込みまして１８１万１千円を計上

しています。預託額の２倍を融資枠として１件あたり貸付限度額５００万円と

なっております。経営改善融資については新規１件分を見込みまして４２万７

千円としてございます。貸付額６００万円の利子、保証料相当額を計上してご

ざいます。２１節貸付金は、これらの融資資金に係る預託金を計上してござい

ます。１５０ページ３目の地場産業振興費でございます。１９節負担金、補助

金及び交付金１２０万８千円のうち、１００万円は、地域産業の振興に寄与す

ると認められる試験研究及び設備の整備に関しまして補助するものとなってお

ります。残り２０万８千円は当該制度を利用して融資を受けた事業者への利子

補給費となってございます。１５１ページ、４目地域振興費でございます。１

９節負担金、補助及び交付金は振内、本町バイパス沿線の市街地近代化融資に

係る利子補給補助金となっております。２４年度まで計上していた２１節の貸

付金、これは本町市街地近代化特別融資の既存分の預託金でございますが、そ

れらが利子補給補助金が償還を完了となったため全額減となってございます。

１５２ページ、６款２項１目の観光振興費でございます。振内山の駅ほろしり

館管理運営費、観光協会補助金など観光振興に係る経費を計上してございます。

１１節需用費は２４年度に老朽化した幌尻山荘に係る修繕料１５２０万円を計

上していたことからその分が減額となってございます。１３節委託料は新規と

いたしまして観光パンフレット作成業務委託料１８０万円を計上しています。

１９節負担金、補助及び交付金は観光協会補助金、これが沙流川まつりの補助

金が２００万円の減ということで２００万円の減となってございます。１５３

ページ、２目公園管理費でございます。本科目はすずらん群生地管理経費及び
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各公園の管理経費について計上してございます。２４年度までは７節賃金で計

上しておりましたすずらん群生地の監視賃金を業者委託としたことから、７節

賃金が６０万９千円減額となりまして、１３節の管理委託料が５９万２千円増

額となっております。１１節需用費は修繕料で貫気別町民公園遊具の修繕料を

計上しているということから８６万５千円の増額となってございます。１５４

ページ、ここからは７款土木費についてご説明申し上げます。７款１項１目土

木総務費です。９節旅費と１１節需用費は担当土木管理者用の職員の事務費と

なってございまして、投資的経費からの振替計上としたためこの科目で４８万

円の増となっております。１９節につきましては各加盟団体への負担金となっ

ております。１５５ページ、２目道路維持費でございます。この科目は町道維

持管理経費について計上してございます。１１節需用費は機械の修繕料が減っ

たため修繕料で１３８万３千円の減額となってございます。１３節委託料は道

路台帳整備委託料が１８２万５千円、町道維持管理委託料が１９６万８千円増

えたということによりまして委託料としては３６８万２千円の増となっており

ます。１５節工事請負費は町道舗装新設工事これは川向町界線舗装７００メー

トルということでございますが、７５０万円、町道補修等工事は荷菜福光線舗

装補修ほか６か所で１３００万円合わせて２０５０万円を計上してございま

す。１５６ページ、２目道路新設改良費です。２５度新設改良事業として実施

する継続事業の荷負本村線、それから新規事業の荷菜原田分譲１号線・２号線、

川向学校シラウ川線、本町公園線、この４路線に係る工事請負費、設計委託料、

用地補償費、事務費について計上させていただいております。１５７ページ、

７款２項３目の橋梁維持費でございます。１３節委託料で橋梁長寿命化計画策

定業務委託料を計上しております。これは２４年度からの継続でございまして、

計画策定のための委託料を計上し、５０万円の減となってございます。１５８

ページ、７款３項１目河川維持費でございます。これは普通河川に係る浚渫及

び維持補修費について計上してございます。１１節需用費、修繕料でございま

すが、これは増加する河川維持作業に対応するため２５年度２００万円を増額

計上してございます。１５９ページ、７款４項１目住宅管理費でございます。

これは町営住宅の維持管理経費について計上しています。１５節工事請負費は

内部改修を１戸、浄化槽の設置を１棟分増加したということによりまして、４

２５万円増の１４２５万円を計上してございます。修繕等は緊急度の高い住宅

から計画的に実施する予定でおります。１６０ページ、２目住宅対策費でござ

います。本科目はアイヌ住宅改良資金貸付金に係る経費及び２２年度から実施

しております、住宅リフォームに関する経費を計上しております。アイヌ住宅

改良資金貸付金は新築住宅１戸分７６０万円及び選考委員報酬などの事務費を

計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金の住宅リフォーム促進助

成金はかかる経費の２分の１、４０万円を限度とした補助金でございまして、

これは２４年度は 終年度ということでございましたけども、制度継続の要望

も多いということから、継続させるということで２５年度も予算計上をさせて
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いただいております。１６１ページ、３目住宅建設費でございます。２５年度

事業は昨年に引き続きまして、振内新団地建設工事１棟２戸２ＬＤＫでござい

ますが、工事費とそれに関する付帯工事費を計上してございます。１３節委託

料は振内上団地の建設に係る設計委託等を計上しておりますが、１５節工事請

負費は振内新団地の住宅建設工事業費と池売団地の古い住宅の解体工事経費、

これは５棟１８戸の解体を予定しておりますが、これをあわせて４９５０万円

を計上してございます。  

 

議長 

 

 

 

 

議長 

休憩します。 

 

（休憩 午前１０時５０分）  

（再開 午前１１時 ５分）  

 

再開します。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、説明を続けさせていただきたいと思います。１６２ページ、８款１

項１目消防費、日高西部消防組合負担金について計上してございますので、負

担金の内容につきましては予算説明書にて説明をさせていただきますので資料

の２５ページをご覧いただきたいと存じます。予算資料２５ページ、日高西部

消防組合負担金の説明でございます。組合全体の平成２５年度予算総額は１．

組合総括の中ほどで歳出（Ａ）＋（Ｂ）＝（Ｃ）という欄の右側に記載をして

おりますとおり９億１０３６万２千円となってございます。内訳は議会費、公

平委員会費、監査委員会費を合わせた小計欄の議会費等が７０万４千円、消防

本部費が５６４６万５千円、ヘリ負担金として、これは道の防災ヘリでござい

ますが３５万２千円で共通経費合計は（Ａ）の５７５２万１千円ということに

なっております。次に署・支署費等として６億７７０４万６千円ということに

なっております。消防団費が４９９３万円、消防施設費が１億１６６４万円と

なっております。次に公債費等ですが、公債費・予備費として９２２万５千円

でございまして、署・支署費と公債費等を合わせた額が（Ｂ）でございます。

８億５２８４万１千円となってございます。両町の負担金合計額は、歳出合計

額９億１０３６万２千円から本部歳入１９１万６千円、署・支署歳入２０３４

万５千円を控除した８億８８１０万１千円となってございます。平取町の負担

金については左側に記載のとおり２億７０６２万５千円となってございます。

続いて平取支署における２５年度での主な予算内容についてご説明申し上げま

す。下段、右側の表をご覧下さい。共通経費は１７８９万１千円、平取支署費

として２億３９９万３千円となっております。職員２２名分の人件費及び支署

管理経費を計上してございます。２４年度に比べまして、１１７０万７千円の

減となっておりまして、主な要因といたしましては退職者２名の人件費の減と

なってございます。次に消防団費ですが、２０５５万２千円となっておりまし
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て消防団員１２５名に対する火災・訓練・警戒等における出勤日当等を中心と

して団員に係る所要経費を計上してございます。次に消防施設費ですが、３８

８４万４千円を計上しておりまして、主に消防・救急車両、備品等に係る経費

となっております。２４年度予算額に比べまして、１０９８万３千円の減とな

っておりまして、これは２４年度計上の無線デジタル化委託料、庁舎屋上防水

改修工事分が減った分減になってございます。負担金合計といたしましては、

救急車購入に係る国庫補助金、危険物取り扱い手数料などを差し引いた歳入合

計１１４９万７千円を差し引きまして、２億７０６２万５千円となりまして、

２４年度と比べ２３３０万３千円、７．９％の減となっております。以上が日

高西部消防組合に係る負担金の説明とさせていただきます。予算書の１６３ペ

ージにお戻りいただきたいと存じます。８款１項２目災害対策費でございます。

防災関連経費について計上しております。１１節需用費、消耗品は備蓄食糧等

の購入費で３６万円の増となっております。２４年度に計上しておりました防

災マップ作成費、防災用毛布の購入費、防災無線地上系の更新負担金等が減を

しておりまして、この科目としては４９２万９千円の減となってございます。

１６４ページ、９款ここからは教育費についてご説明申し上げます。９款１項

１目教育委員会費でございます。教育委員報酬及び費用弁償、交際費について

計上してございます。１６５、１６６ページ、２目事務局費でございます。７

節賃金で１４４７万７千円の計上となっておりますが、２３年度から実施して

おります生徒指導教員報酬を賃金に移行してございます。これは３５名学級に

対応すべく指導強化のための独自配置の教員の賃金でございますが、２５年度

はさらに複式学級の理科学習の指導強化ということで１名増員し３名分を計上

してございます。４節共済費も賃金の増額による増となっております。９節旅

費は新たな英語指導助手の赴任及び退任に伴う旅費の増が要因で７５万６千円

の増となっております。１３節委託料は教職員研修委託料の増などで２３万円

の増額となっております。１７節公有財産購入費は校務用パソコン、これは小

学校で６１台、中学校が２９台となっていまして、これの購入によりまして６

４２万７千円の増額となっております。１８節備品購入費は学校行事等でも使

用する軽トラックの購入ということで９０万円を計上してございます。２１節

貸付金は奨学資金貸付金で、継続貸付が５名分、新規貸付を７名分見込んで計

上してございまして、節としては６６万円の増となっております。１６７、１

６８ページ、９款２項１目小学校管理費でございます。これは小学校の管理費

について計上してございます。７節賃金は学校特別支援教育支援員賃金４名を

６名に増員することから３３３万９千円の増額となってございます。４節共済

費もそれに伴いまして７３万９千円の増となっております。１１節需用費は修

繕料等の減でございまして、９５万４千円の減となっております。１３節委託

料、５０６万３千円増えておりますけども、これは業務補助員の増員に伴いま

して２５５万２千円、児童生徒輸送スクールバス運行経費で１８８万９千円が

増えておりまして、これが主な要因となっております。１４節使用料及び賃借
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料は通学車両更新のリース料が増となっておりまして９１万９千円増額してご

ざいます。１５節工事請負費は継続でございますが、バス停留所の設置２か所

と新規で学校トイレの洋式化に係る工事費８５０万円を計上しております。１

８節備品購入費は振内小学校の体育館の防災カーテンの購入等によりまして前

年度に比べまして６３万円の増額となってございます。１６９ページ、２目小

学校教育振興費でございます。１８節備品購入費は国庫補助金の対象となる備

品を追加したことから１００万円の増額となっております。２０節扶助費は要

保護・準要保護児童援助費として学用品、修学旅行費、学校給食費等について

援助するものでございます。１７０ページ、３目小学校建設費でございます。

１５節工事請負費は老朽化による傷みがひどい振内小学校の非常用階段の改修

を実施するための予算計上でございます。１７１ページ、９款３項１目中学校

管理費でございます。中学校の管理経費について計上しております。４節共済

費、７節賃金は新たに学校特別支援教育支援員を設置するための経費を計上し

ております。１５節工事業請負費は２４年度同様、教職員住宅２棟２戸の浴室

等の改修で５００万円を計上しております。１９節負担金、補助及び交付金は

通学費補助金が増となっておりまして、３９万７千円の増となっております。

１７２ページ、２目中学校教育振興費でございます。１８節備品購入費は柔道

用の畳を購入することから、節として８３万８千円の増額となっております。

２０節扶助費は小学校費同様、要保護・準要保護生徒援助費として学用品等に

ついて援助するものでございます。科目といたしましては２４年度教育用パソ

コン購入費が計上されていたということから、３１８万９千円の減となってご

ざいます。１７３ページ、３目中学校建設費でございます。１５節工事請負費

は平取中学校のグランドネット改修３２メートルと振内中学校の校舎の軒天の

改修工事合わせて１７００万円を計上してございます。１７４ページ、９款４

項１目社会教育総務費でございます。８節報償費は隔年実施の芸術鑑賞会の謝

礼分１３９万６千円が減額となっております。１９節負担金、補助及び交付金

は女性の集いの開催経費等で６万６千円の増額となっております。１７５ペー

ジ、２目公民館費でございます。公民館の管理運営費について計上してござい

ます。７節賃金７２万円は、公民館の管理及び臨時的な社教のバスの運行がな

くなったため費目がなくなっておりまして、これが減額となっております。１

４節使用料及び賃借料は除雪用の車両の借り入れと事務機器の使用料の増によ

りまして８６万９千円の増額となっております。公民館費の科目としては２４

年度、公民館の屋上防水改修工事費等を計上していたため５８８万４千円の減

額となっております。１７６ページ、３目人づくり振興対策費でございます。

２４年度予算と同額を計上ということで１９節負担金、補助及び交付金では、

町づくり住民大会開催補助金をはじめ各種事業への補助金を計上してございま

す。１７７ページ、４目文化財保護費でございます。この科目は文化財審議会、

重要文化的景観保全事業、二風谷アイヌ文化博物館管理経費、アイヌ文化体験

学習事業等についての費用を計上してございます。９節旅費は重要文化的景観
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の２次選定に向けた旅費が増えまして５８万５千円の増となっております。１

１節需用費は竪穴式住居、ポンチセなどの博物館の屋外展示物の修理費が増し

ておりまして、３９１万３千円の増となってございます。１２節役務費は博物

館の文化的資料の殺菌、殺虫燻蒸手数料の計上によりまして９０万３千円の増

となっております。１３節委託料は２４年度計上の特別展の機器設置委託料が

減となっておりまして、節としては１６６万４千円の減額となっております。

１８節備品購入費は特別展の備品購入の増によりまして、２９万円の増額とな

ってございます。１７８ページ、５目埋蔵文化財保護費でございますが、これ

は本科目全体では２４年度比で８１８万８千円の増額となってございます。こ

れは平取ダム建設事業に伴う豊糠１０遺跡発掘後の出土品の整理と報告書等の

作成について国土交通省から委託を受けまして実施するため、増加していると

いうものでございましてその分に係る経費が７１５万４千円、この費目に計上

されております。それから、歴史館独自の埋蔵文化財の収納整理のための臨時

職員賃金等が共済費で１７万３千円、賃金で１０６万２千円が計上されて、増

額計上となっているところでございます。１７９ページ、６目沙流川歴史館管

理費でございます。管理経費を計上しておりまして、１１節需用費、印刷製本

費は歴史館だより、歴史館年報の経費について計上してございます。１８０ペ

ージ、７目図書館費、図書館の管理に関する経費を計上しております。１２節

役務費は図書館システム検索端末回線、これを光化するための手数料が増とい

うことで２２万３千円の増額となってございます。１８節備品購入費は２４年

度購入した閲覧用ディスプレイが減額ということで４３万４千円減額となって

おります。１８１ページ、９款５項１目保健体育総務費でございます。スポー

ツ振興等に係る経費について計上してございます。１９節負担金、補助及び交

付金は新規で２５年度平取町で開催予定の全日高柔道大会開催補助金１０万円

を計上してございます。各種全道大会出場補助金については実績等により４６

万円減の５０万円を計上してございます。１８２ページ、２目体育施設費でご

ざいます。これは町民体育館、振内青少年会館、貫気別町民センター、旧荷負

小学校の管理経費及び町民プールに係る管理経費について計上してございま

す。１１節需用費は修繕料で貫気別町民センター消火器の改修費用１８０万円

でございますが、これの増が主な要因で２０９万７千円の増となっております。

１３節委託料は各施設での管理委託料が増額いたしまして１３４万円の増とな

ってございます。１５節工事請負費は旧荷負小学校体育館暖房整備工事、それ

から３地区の体育館のトイレの洋式化工事、貫気別町民センター屋根葺替え工

事等で合わせて１２７２万円を計上しているところでございます。１８３ペー

ジ、９款６項１目学校給食費でございます。これは学校給食を提供するための

管理経費を計上しております。１１節需要費、７１万８千円増えておりますけ

ども、各校の給食用機器の修繕、シンク蛇口取替え修繕などで修繕料が増えた

ことによるものでございます。１８節備品購入費は二風谷小学校食器洗浄機、

平取小学校冷凍冷蔵庫、厨房用エアコン、これは振内小学校、貫気別小学校、
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振内中学校３校でございますが、これの購入経費を１１６４万円計上してござ

います。１８４ページ、１０款１項１目現年発生災害復旧費でございます。こ

の科目は災害時の応急の復旧費用経費について計上してございます。１８５ペ

ージ、１０款２項１目林業施設災害復旧費でございます。１５節工事請負費は

岩知志の奥地林道敷舎内線地すべり災害復旧工事１８００万円を計上してござ

います。続いて１１款公債費でございます。１１款１項１目元金、及び次の１

８７ページでございますが、こちらが利子ということになってございまして、

元金につきましては２４年度に比べまして１０３６万円の減、利子につきまし

ては１０８６万７千円の減額となっております。なお、各起債の償還予定、現

在高等についてはこの予算書の２０７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。１８８ページ、１２款１項１目国民健康保険病院特別

会計繰出金でございます。これは収益的収支に対する繰出金２億７千万円、資

本的収支に対する繰出金６２９万円、合わせて２億７６２９万円を繰出す計上

となっております。１８９ページ、２目簡易水道特別会計繰出金でございます。

この内訳といたしましては公債費分４５５４万５千円でございまして高料金対

策としての人件費・建設改良分に係る繰出金が１０２２万７千円となっており

ます。２４年度に比べまして公債費分が４２万５千円、高料金対策分が６４２

万円増額となることから、６８４万５千円の繰出し金の増額ということになっ

てございます。１９０ページ、１２款２項１目平取町財政調整基金積立金とな

っておりまして、恐縮ですが、この１目から８目をのぞく１９８ページまでの

９目の平取町地域雇用創出基金積立金に関しましては、一括して説明申し上げ

ますが、これは金融機関預入及び繰替運用によります利子割戻し等について、

利率を０．２％として積算してございまして、積立てる内容となっております。

１目の財政調整基金につきましては条例に基づく２００万円を合わせて積立て

するということにしてございます。１９７ページをお開き願いたいと思います。

１２款２項８目平取町金券基金積立金でありますが、これは２４年度同額の５

００万円の積立てを行うとしております。これは子育支援医療費助成に関し金

券を発行する内容となってございます。１９９ページ、１３款１項１目予備費

でございますが、２４年度同額の５００万円を計上しております。２００ペー

ジでございますが、これは２４年度予算で設定されまして、２５年度で廃止と

なった予算科目となってございます。以上で歳出の説明を終わらせていただき

ます。続いて歳入の説明を行いますので、予算書１１ページをお開き願いたい

と思います。歳入を説明させていただきます。１１ページ、１款１項町民税１

目個人１節の現年度課税分でございます。これは均等割は納税義務者数２３１

７人といたしまして、税率３千円、収納率９８％で、６８１万１千円を見込ん

でおります。所得割は給与所得などの若干の伸びなどを考慮いたしまして、課

税所得を３４億８３６８万４千円、平均税率を６％とした算出税額を２億９０

２万１千円といたしまして、これから住宅借入金等控除分を差し引いた額に収

納率９８％を乗じました２億４３４万５千円としてございます。これは２４年
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度に比べまして、１２８２万９千円の増額となってございます。滞納繰越は収

納率を１２％といたしまして、２９２万４千円を計上してございます。次に１

２ページ、１款１項町民税２目法人１節現年度課税分でございますが、均等割

は２４年度中における事業所の廃止、新規設立を見積りまして、２４年度と比

べまして１社少ない１２９法人、１０５１万７千円を計上してございます。法

人税割は、平成２３から２４年度の確定申告等の状況から８６６万９千円、２

４年度予算対比で１４１万５千円の増と見込んでおります。次に１３ページ、

固定資産税でございます。現年課税分でございますが、土地につきましては２

４年度中の地目変更を積算いたしまして、課税標準額を２０億２２５７万２千

円といたしまして、税率を乗じた算出税額から生保等の減免税額を控除した調

停見込額を２８０２万５千円といたしまして、これに収納率９６％といたしま

して２６９０万４千円としてございます。家屋は平成２４年度中の新増築、滅

失等を積算いたしまして、課税標準額を４９億８１００万円といたしまして算

出される税額に新築等減免額を控除し収納率９６％を乗じた６６００万１千円

を収入見込としてございます。償却資産は、新たな設備投資が見込めないこと

から、課税標準額を２４年度対比２億５２８万５千円減の５２億２７２１万５

千円といたしまして、税率を乗じた算出税額に収納率を９６％といたしまして、

７０２５万３千円としてございます。また、滞納繰越は収納率を１２％として、

４３３万７千円としております。ここで１か所訂正をお願いしたいと思います

が、滞納税額が円単位で計上されておりまして、千円単位に修正していただき

たいと思います。３６１４７で修正をお願いしたいと思います。続きまして１

４ページ、１款２項２目国有資産等所在市町村納付金及び交付金でございます。

これは国等が所有する収益的な事業に使われる資産につきまして、固定資産税

の代わりに交付されるものでございますが、これはすでに確定した数値を計上

してございます。１５ページ、１款３項１目軽自動車税でございますが、平成

２４年度中の新規登録、抹消等を見込みまして、課税台数全体で２６４５台、

そのうち軽自動車は１７１４台を見込んでおります。現年課税分で対２４年度

比で、２万４千円の減となりまして９９７万４千円を見込んでございます。１

６ページ、１款４項１目町たばこ税でございますが、旧３級品は平成２４年度

決算見込から９８万６８６０本といたしまして、調停額で２１６万１千円と見

込んでございます。旧３級品以外は２４年度の決算見込みから、２４年度数値

に対して、７．９％の減ということで７５７万６１５４本と見込んでおりまし

て、調停額を３４９８万６千円と見込んでございます。１７ページ、１款５項

１目入湯税、これはびらとり温泉の課税対象人員を２４年度同様の２万１６０

０人と見込みまして、１０８万円を計上してございます。１８ページ、２款１

項１目地方揮発油譲与税でございます。これは平成２４年度決算見込み数値に、

地方財政計画等から予想される推定交付率を乗じ２３７０万円を見込んでおり

まして、２４年度対比で８４万円の減となっております。１９ページ、自動車

重量譲与税でございます。国税としての重量税を道路延長面積に応じまして３
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分の１が地方に交付されるものでございまして、平成２４年度決算見込から、

消費税増税前の特需なども考慮した地方財政計画等から予想される推定交付率

を加味いたしまして、２４年度３９４万円増の５８７０万円を見込んでござい

ます。２０ページ、３款１項１目利子割交付金でございます。これは貯蓄など

で生じる利子の額に応じて徴収される利子税額のうち、５％は道民税、このう

ち５分の３は、市町村の個人道民税の額に乗じて市町村に配分されるというも

のでございます。平成２４年度決算見込に、地方財政計画等から予想される交

付率を加味して１４０万円としております。２４年度対比で１８万円の減とな

っています。２１ページ、４款１項１目配当割交付金でございます。これは上

場株式等の配当に対し道が課税し、そのうち１００分の６４．６％が市町村に

交付されるというものになっております。平成２４年度決算見込数値に、地財

計画から予想される交付率を乗じて４０万円と見込んでございます。２２ペー

ジ、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金でございます。これは道税のうち３

分の２が市町村に交付されるというものになっておりまして、平成２４年度決

算見込数値に、推定交付率から計上しておりまして、５万円減の１５万円を見

込んでおります。２３ページ、６款１項１目地方消費税交付金でございますが、

これは消費税は国分４％と併せて地方分１％が徴収されておりまして、地方分

の２分の１が都道府県に、残りの２分の１が市町村に配布される。これは人口

と就業者数との割合で交付されるというものでございますが、国から県を通じ

て交付されております。平成２４年度決算見込数値に、地財計画から予想され

る推定率、これは消費税改正前の特需も加味されているというところですが、

７５５万円増の６２７５万円と見込んでいます。７款１項１目ゴルフ場利用税

交付金です。これはゴルフ場の利用者数を今年度の実績等から推計し、税率４

００円から道税を控除した９５％の額に１０分の７を乗じた２７０万円を見込

んでおりまして、２４年度に比べまして８万円の増となっております。８款１

項１目交通安全対策特別交付金でございます。これは交通違反の反則金を財源

といたしまして交付されるもので、過去の実績から見積もっておりまして、５

万円増の１２０万円を計上してございます。２６ページ、９款１項１目地方特

例交付金です。これは国の恒久減税等、これは住宅減税分でございますが、こ

の分による市町村の減収分として交付されるものでございまして、地財計画か

ら予想された推定額６５万円ということで、減税措置が終わったということも

ありまして、３５０万円の減額となってございます。２７ページ、１０款１項

１目地方交付税でございます。まず普通交付税でございますが、２６億７４０

０万円を見込んでおりまして、２４年度予算対比で１億３９００万円の増を見

込んでおります。国の２４年度の地方財政計画における交付税総額は１７兆６

２４億円で前年度に比べて２．２％の減ということになっておりますけども、

当町におきましては、２４年度の決算見込が２９億５７８１万５千円となって

いますことから、この見込み額ですとか、新単位費用、それから入手可能な情

報を基にした算定表に置き換え算定した数値ということになっておりまして、
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当初予算比較では５．５％の伸びとなっておりますけども、決算見込としては

２４年度比較で９．６％減の予算の計上となっております。特別交付税は２４

年度当初予算と比べまして３千万円の増を見込んでおりまして、これは２４年

度事業の有害獣進入防止柵整備事業が継続するということを加味した特別交付

税の算定計上となっております。２８ページ、１１款１項１目自動車取得税交

付金でございます。これは道税収入の内の９５％の１０分の７が市町村に交付

されるということになってございまして、２４年度決算見込み数値に、地財計

画の推定交付率をかけまして計上してございます。これは２４年度に比べ、消

費税増税前の駆け込み需要があるという推定で１１６万円増の１３００万円を

計上してございます。２９ページ、１２款１項１目農林水産業費分担金です。

これは２５年度から本格的な事業が始まる道営中山間地域総合整備事業、平取

南地区でございますが、この事業に係る受益者負担金１６５万円となっており

ます。３０ページ、１２款２項１目１節児童福祉費負担金です。これは常設保

育所、へき地保育所に係る保育料となっています。常設保育所負担分は所得基

準に基づいての徴収となりますが、国の基準額から軽減分として１５００万円

の町の負担を控除いたしまして常設としては２６２７万５千円を計上しており

ます。へき地保育所保護者負担分については１人目７千円、２人目５千円とし

て４７名分の３６６万円を計上しております。総額で３１０５万７千円として

おりまして、町の負担を大きくし、保護者の負担を軽くしたということにより

まして２４年度に比べ２７３万７千円の減となってございます。滞繰分は１１

２万２千円を見込んでございます。３１ページ、１３款１項１目総務使用料で

ございます。１節単身者住宅使用料は振内の単身者住宅の使用料で、月額２万

７千円の１２戸分、空室を考慮しまして、９５％を見込んで３６９万３千円と

してございます。２節情報通信施設使用料は光ファイバー回線網の使用料とな

ってございまして、内訳といたしましてはインターネット回線としてＮＴＴに

貸す分１戸あたり月額７３５円、これを１２か月７２０軒分みまして６３５万

円としております。これに振内・貫気別間の中継局の通信保管料４３万円を計

上して６７８万円としてございます。携帯電話の伝送路使用料はＮＴＴドコモ

とソフトバンクモバイル２社に３局分５万２千円を使用料としてみこんでおり

ます。ケーブルテレビ使用料は地上デジタル放送を光ファイバーの引き込みに

よって視聴する世帯の使用料といたしまして、毎年１万円の３か年を徴収する

こととなっておりまして、１５０軒分の１５０万円を見込んでございます。３

２ページ、１３款１項２目民生使用料ですが、１節老人福祉寮使用料は貫気別

の老人福祉寮の使用料で月額７千円の６名分と寮母月額１万円の使用料を計上

しています。２節生活館使用料、３節協同作業場使用料、４節ふれあいセンタ

ーびらとり使用料については２４年度実績を基に計上してございます。３３ペ

ージ、１３款１項３目衛生使用料は、墓地使用料と斎場使用料でございまして、

２４年度と同額を計上しております。３４ページ、１３款１項４目土木使用料

です。４節の町営住宅使用料は実績等により計上してございまして、公営住宅
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は平成２４年度の実績から、３５６戸分の使用料と滞納分を見込んでございま

す。新築住宅６戸、解体１８戸の増減等も加味しまして、５７万８千円の減と

見込んでございます。５節排水処理施設使用料は、２３年度から重量制となっ

ておりますが、実績等によりまして２万２千円増の２７９７万２千円を見込ん

でございます。３５ページ、１３款１項５目教育使用料でございますが、１節

体育施設使用料、２節アイヌ文化博物館使用料、３節公民館使用料につきまし

ては２４年度実績から見積計上してございます。３６ページ、１３款１項６目

農林水産使用料でございます。これは町営牧野の使用料で、２４年度実績を基

に積算しておりまして、２４年度ほぼ同額で１０万９千円の増の４９３万５千

円を計上してございます。３７ページ、１３款１項７目商工使用料ですが、１

節鉄道記念館使用料、２節義経資料館使用料、３節山の駅ほろしり館使用料に

つきましては２４年度実績額を基に計上してございます。３８ページ、１３款

２項１目総務手数料でございますが、１節徴税手数料、２節戸籍住民登録手数

料についても２４年度実績を基に計上してございます。１３款２項２目衛生手

数料、これは畜犬登録手数料及び注射済票交付手数料でございますが、これも

２４年度実績を考慮し同額を計上してございます。４０ページ、１３款２項３

目農林水産手数料、農用地登記事務手数料で、農業経営基盤強化促進事業嘱託

登記手数料で２４年度実績を基に同額計上してございます。４１ページ、ここ

からは国庫支出金の説明となります。１４款１項１目民生費国庫負担金１節社

会福祉費負担金、障害者自立支援費負担金は身体障害者厚生医療給付費、介護

等給付費の２分の１を充当する国庫負担金５９１７万２千円となってございま

す。２節児童福祉費負担金は常設保育所に係る負担金となってございます。３

節は児童手当に係る国庫負担金で被用者、非被用者それぞれ３歳未満児、３歳

から小６の第１子、２子、３子、中学生それぞれの段階ごとに定めた率を基に

積算されております。４節保険基盤安定費負担金は、国民健康保険加入者の支

援となる国庫負担金となってございます。４２ページ、１４款２項１目総務費

国庫補助金でございますが、１節の財産管理費補助金、家賃低廉化事業交付金

は町営住宅の基準住宅料と、実質入居者のかかる住宅料の差額分について交付

されるもので、２４年度比で７８万９千円増額の６１８万４千となっておりま

す。企画費補助金の地域公共交通確保維持改善補助金５４５万８千円は平取町

地域公共交通活性化協議会が実施するデマンドバス運行事業に充当される補助

金となっております。地域新エネルギー等導入促進対策費補助金１５００万円

はびらとり温泉改築時に合わせて整備いたします太陽光発電施設に係る補助金

となってございます。４３ページ、１４款２項２目民生費国庫補助金ですが、

１節の社会福祉費補助金、障害者自立支援費補助金として地域生活支援事業に

ついて補助基準１６５万２千円の４分の１が交付されます。過疎地域等自立活

性化推進補助金８００万円は、地域文化資源活用交流産業推進事業、主に無料

シャトルバスの運行でございますが、これに充当される補助金となっておりま

す。２節児童福祉費補助金、子育て支援交付金はへき地保育所の運営費に係る
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補助金でございます。４４ページ、１４款２項３目衛生費国庫補助金、１節の

保健衛生費補助金でございますが、合併浄化槽の設置に係る国の補助金となっ

てございまして、基準額４４万１千円の３分の１の８基分、１１７万６千円を

計上してございます。４５ページ、１４款２項４目土木費国庫補助金でござい

ますが、１節道路橋梁費補助金は、荷負本村線改良事業と川向学校シラウ川線

改良舗装事業、それぞれ事業費の１０分の６．５の額を計上してございます。

２節住宅建設費補助金は公営住宅建設事業、振内新団地１棟２戸の事業費基準

額の４５％、解体につきましては５０％の合わせて２１１４万２千円を計上し

てございます。４６ページ、１４款２項５目教育費国庫補助金ですが、１節は

へき地児童の心臓検診費用への補助金、２節は理科教科の教材購入費に充当す

る新規の補助金、これは国の地域の元気臨時交付金でございます。これを充当

することになってございます。３節は要保護児童生徒の援助に対する国の補助

金となってございます。４節の社会教育費補助金６６５万円は、文化的景観保

護推進事業補助金として平成２５年度２次選定へ向けての調査費用等に充当す

るための補助金となってございます。４７ページ、１４款３項１目総務費国委

託金でございますが、１節総務費委託金は平取ダム建設に係るアイヌ文化の保

全対策に関する調査業務の国からの委託金となってございます。２節戸籍住民

基本台帳費委託金は、中長期で在留する外国人登録事務に関する国からの委託

金となってございます。３節選挙委託金は２５年８月に執行される参議院議員

通常選挙費にあてられる国からの委託金となってございます。４８ページ、１

４款３項２目民生費国庫委託金ですが、１節、２節は国民年金事務、特別児童

扶養手当事務等に関する国からの委託金ということになってございます。４９

ページ、１４款３項３目商工費国庫委託金ですが、１節商工費委託金は二風谷

ダム周辺の環境維持管理に係る国からの委託金でございます。５０ページ、１

４款３項４目教育費国庫委託金でございますが、１節沙流川歴史館管理費委託

金でございます。これは歴史館の管理に係る国からの委託金で、前年度より２

万３千円減の７８８万７千円となってございます。２節埋蔵文化財発掘調査費

委託金７１５万４千円は２４年度に平取ダム建設事業関連工事に係る豊糠１０

遺跡を発掘しておりましたけども、これの出土品の整理、報告書の作成等に係

る経費に充当するということにしてございます。 

 

議長 休憩します。  

 

   （休憩 午前１１時５５分）  

   （再開 午後 １時 ０分）  

 

議長 再開します。午前中に引き続き歳入の道支出金より説明願います。  

 

ま ち づ く それでは、説明を継続させていただきます。５１ページ、１５款１項１目民生
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り課長 費道負担金でございます。１節から４節は国庫負担金で説明いたしました内容

につきましての国・道の負担区分に係る道の負担について計上してございます。

４節の後期高齢者医療保険基盤安定費負担金は後期高齢者医療特別会計繰出金

の保険基盤安定分１８６６万円の４分の３が交付されるものでございます。５

２ページ、１５款２項１目総務費道補助金でございますが、１節財産造成費補

助金は町有林造成に係る補助金となります。造林、下刈、除間伐、森林保護、

これは野ねずみ駆除でございますが、これに対し交付される補助金となってご

ざいます。２節企画費補助金の電源立地交付金は岩知志発電所の所在地として

交付され、病院への繰出金に充当を予定しております。土地利用規制等対策事

業市町村交付金は国土法の土地届出事務費に対し交付される補助金となってお

ります。５３ページ、１５款２項２目民生費道補助金でございます。１節社会

福祉費補助金の重度心身障害者医療費補助金８１１万５千円は医療費に、民生

委員活動費補助金１６６万１千円は民生費の活動費に対し、子ども発達専門支

援事業費補助金６２万５千円及び発達支援センター事業補助金５０万５千円は

母子通園センター運営費に充当される補助金となってございます。また、緊急

雇用創出推進事業補助金７８０万円はアイヌ文化・地域産業創造事業に対する

補助金となってございます。２節老人福祉費補助金は老人クラブ運営費に充当

する補助金となってございます。３節福祉施設費補助金はびらとり温泉改築事

業に充当する北海道の地域づくり総合交付金１億円となってございます。４節

生活館補助金は二風谷生活館の大型館１館とその他１１館、合わせて１２館に

対する運営費等の補助金と、２５年度新規事業で荷負・小平生活館の改修に係

る補助金１５００万円となっております。５節児童福祉費補助金は、乳幼児、

ひとり親家庭等の医療費、ふれない児童クラブ運営費に充当する補助金となっ

てございます。５４ページ、１５款２項３目１節保険事業費補助金でございま

す。健康増進に係る講座やがん検診の無料クーポン事業等に充当される補助金

となっております。地域づくり総合交付金１３３万円につきましてはエゾシカ

の駆除経費に対しての補助金となってございます。５５ページ、１５款２項４

目農林水産業費道補助金でございます。１節農業費補助金、額の大きなものを

主にご説明申し上げます。中山間直接支払は２４年度より４万２千円減の３９

０３万３千円、北海道総合地域づくり総合交付金は新規参入者就農促進対策事

業補助金に充当されまして、２４年度に比べて１２００万円の減となってござ

います。２４年度は戸別所得補償制度推進事業補助金との名称でございました

が経営所得安定対策直接支払推進事業補助金という名称で２４年度比で３５万

９千円増の５６５万９千円の計上でございます。経営体育成支援事業補助金は

農家の経営拡大のための設備投資に関し融資を受けた場合の自己負担分に助成

される補助金となっております。青年就労給付金事業交付金は、新規就農され

る方に、農業を始めてから経営が安定するまでの 長５年間、基本で年間１５

０万円が給付される制度に充当する補助金でございます。鳥獣被害防止総合対

策交付金１億１４６７万５千円は２４年度から継続となる柵の設置工事に充当
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する補助金となっておりまして、補助率は事業費の５５％となっております。

食料供給基盤強化特別対策事業補助金２６７万５千円は中山間地域総合整備事

業の受益者負担軽減のために交付されるものです。３節林業振興費補助金、２

１世紀北の森づくり推進事業費補助金は２４年度より１万３千円減の３５０万

７千円を計上しております。４節に関しましては小規模治山事業貫気別丸山地

先の沢１千万円を計上してございます。５節林道費補助金はどちらも継続事業

で豊糠線開設事業２８００万円、幹線林道ヌタップ線改良事業２８５６万円を

計上してございます。５６ページ、１５款２項５目商工費道補助金でございま

す。１節商工費道補助金で悪質商法防止対策のリーフレット作成等に充当され

る補助金となってございます。５７ページ、１５款２項６目土木費道補助金で

す。１節住宅改良費補助金でアイヌ住宅改良資金貸付事業に対しての補助金で

事業費の４分の１が交付されることになっております。５８ページ、１５款２

項７目教育費道補助金、１節社会教育費補助金、放課後子ども教室推進事業補

助金は貫気別、二風谷地区で実施されている教室の運営費等に対し交付される

もので、２４年度比で２６万４千円減の１８０万円を計上してございます。５

９ページ、１５款２項８目災害復旧費道補助金、１節農林水産業施設災害復旧

費補助金１７００万円、これは奥地林道敷舎内線地すべり災害工事に充当され

るものでございます。６０ページ、１５款３項1目総務費道委託金でございます。

１節から４節については説明欄記載の委託金について計上してございまして、

２節の道民税徴収委託金６９６万４千円は納税義務者数に単価をかけて交付さ

れるものになってございます。６１ページ、１５款３項２目農林水産業費道委

託金です。道営農業農村整備事業補助監督等委託金は道営事業の補助監督等に

係る委託金、それと家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金は家畜の検査にとも

なう手数料の徴収に係る道からの委託金となってございます。６２ページ、１

６款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入です。土地貸付料は一般貸付

分１５０件のほか、ほくでん、ＮＴＴの電柱等の貸付料となっております。建

物貸付料は一般貸付１３件分、新規就農住宅等の予算計上となっております。

公宅貸付料は職員住宅貸付料１７３戸分を計上してございます。６３ページ、

１６款１項２目利子及び配当金です。財政調整基金から各種特定目的基金の利

子について計上しております。預金利率０．２％にて積算をしております。６

４ページ、１６款２項１目不動産売払収入２節その他不動産売払収入で、町有

林の立木売払代金を見込んでございます。６５ページ、１６款２項２目物品売

払い収入です。町史等の売払いについて計上してございます。６６ページ、１

７款１項１目１節寄附金でございます。一般寄附及びふるさと寄附金を見込ん

で計上してございます。６７ページ、１８款１項１目１節平取町財政調整基金

繰入金です。これは平成２５年度予算における財源調整のための繰入金となっ

てございまして、充当事業といたしましては川向営農用水施設整備事業となっ

てございます。１８款１項２目１節沙流川ダム地域振興基金繰入金です。充当

事業としましては予算説明書の１４ページをご覧いただきたいと存じますが、
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防犯灯ＬＥＤ整備事業から学校給食施設整備事業までの２６の事業に充当を予

定しております。３億２８００万円を計上してございます。６９ページ、１８

款１項３目１節平取町地域雇用創出基金繰入金でございます。昨年に引き続き

臨時職員４人分と町有林管理のための臨時的な人件費に充当を予定してござい

ます。７０ページ、１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金３千万円を計上

しております。２４年度予算における繰越金は繰越事業の一般財源を除きまし

て８５００万円程度の繰越金を見込んでいるというところですが、差額分につ

いては保留財源とさせていただくものでございます。７１ページ、ここからは

諸収入の説明になります。２０款１項１目１節延滞金、これは町税延滞金を計

上してございます。７２ページ、２０款２項１目１節預金利子です。実績等か

ら見積りまして２４年度より２０万円減の３０万円を計上してございます。７

３ページ、２０款３項１目１節国民健康保険病院特別会計貸付金元利収入でご

ざいます。２２年度に国保病院に貸付けた４４００万円に係る元利償還金とな

ってございます。７４ページ、２０款４項１目１節社会福祉基金貸付金元金収

入１９０万円、これは滞納を含めない償還分を１７０万円としまして、滞納分

を４０万円の５０％の収入２０万円、あわせて１９０万円の予算を計上してご

ざいます。７５ページ、２０款４項２目１節中小企業融資資金貸付金元利収入

でございます。これは特別融資、経営改善融資の新規、既存分預託金の収入を

計上してございます。７６ページ、２０款４項３目１節公社融資資金貸付金元

利収入でございますが、これは畜産公社への貸付金に係る元利収入を計上して

ございます。７７ページ、２０款４項４目１節住宅改良資金貸付金元利収入で

ございますが、アイヌ住宅改良資金貸付金の元利償還金を計上してございます。

７８ページ、２０款４項５目１節勤労者生活安定融資資金貸付金の預託金収入

を１６００万円計上してございます。７９ページ、２０款４項７目１節振内歯

科診療所運営資金貸付金に係る償還元利収入を４４万円計上してございます。

８０ページ、２０款４項８目１節平取町奨学資金貸付金元利収入で奨学資金の

１１名分の償還金を計上してございます。８１ページ、２０款５項１目雑入１

節企業負担金、これは平取町畜産公社からの人件費、事務所費に係る負担分と

なっております。１１０６万円計上してございます。２節雑入については主な

ものを説明させていただきたいと存じます。上から２つ目、平取町社会福祉協

議会負担金、これは新規事業として人件費分６３０万円を負担金として計上し

てございます。それから上から７番目でございますが、アイヌ文化振興・研究

推進機構委託金はイオル再生事業に係る委託金１０５０万円を計上してござい

ます。中ほど、２５番目、いきいきふるさと推進事業助成金３７５万円は沙流

ユーカラ街道活性化事業に充当される雑入、助成金でございます。下のほうへ

いきまして、３７番目、豊糠・幌尻林道シャトルバス利用料１０６０万円を計

上しております。下から４つ目、市町村振興宝くじ交付金は図書の購入に充当

される雑入となってございまして、雑入総体としては２４年度に比べ１５６９

万７千円の増額という計上になってございます。８２ページ、ここからは町債
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になります。２１款１項１目１節総務債、これは老人福祉センター改修事業に

関連し設置する太陽光発電施設整備事業に係る補助金の裏に充当を予定してご

ざいます。過疎債を予定してございます。８３ページ、２１款１項２目民生債、

これは老人福祉センター改修事業、びらとり温泉のリニューアル事業に充当を

予定してございます。４億８７００万円、過疎債を充当予定でございます。８

４ページ、２１款１項３目農林水産業債、１節農業債は農業者就農促進対策事

業の助成金、新規就農者用リース農場整備、中山間地域総合整備事業に充当す

るもので、いずれも過疎債を予定してございます。２節の林業債１千万円は貫

気別丸山地先の沢に充当を予定してございます。治山事業については一般単独

債を予定してございます。８５ページ、２１款１項４目土木債１節道路橋梁債

は荷負本村線改良事業、荷菜原田分譲１号・２号線改良舗装事業に充当を予定

してございます。これも過疎債を予定してございます。２節住宅債はアイヌ住

宅改良資金貸付事業と公営住宅建設事業への充当を予定してございます。あわ

せて３３００万円、これは住宅債を充当予定としてございます。８６ページ、

２１款１項５目１節消防債でございますが、消防施設整備事業、これは救急車

の更新事業でございます。これに１４５０万円を充当を予定してございます。

これも過疎債を予定しております。２１款１項６目１節教育債でございますが、

これは学校給食用備品の整備に充当を予定しております。これも過疎債を予定

しております。８８ページ、２１款１項７目臨時財政対策債でございます。こ

れは交付税の性格をもつ臨時財政対策債でございまして、国の地方財政計画で

は１．５％の伸びということになってございますが、２４年度決算見込みも考

慮いたしまして２４年度と同額を計上してございます。当該起債は後年度その

元利償還金の１００％が交付税に算入される起債となってございます。以上で

歳入の説明とさせていただきました。次に第２表の債務負担行為をご説明いた

しますので、７ページにお戻りいただきたいと存じます。７ページ、第２表債

務負担行為でございます。これは地方自治法の規定によりまして債務を負担す

ることのできる事項、期間、限度額を定めるものでございます。まず、農業経

営基盤強化資金利子補給金で、期間を平成３０年度までといたしまして、限度

額を１１５万９千円とするものでございます。当該資金は農家の安定的な経営

体を育成するための資金となっておりまして、２５年度の借入を１億円といた

しまして利率を１．３％、そのうち道が０．１３、町が０．１３合わせて０．

２６％を補助するというもので、道分の０．１３は補助金として町の歳入で受

けるということになります。次に中小企業特別融資利子補給金でございますが、

これは期間を平成３５年度といたしまして、限度額は３０５万３千円としてご

ざいます。町内中小企業への新規貸付を２千万円、利率を３．１％としてござ

います。 後に中小企業経営改善融資利子補給金で主に設備等の整備に対する

資金でございまして、融資額６００万円、利率を３．３％として積算し、平成

３４年度までの１０年間で限度額を７５万４千円としてございます。債務負担

は以上です。続いて第３表の地方債についてご説明をさせていただきます。８
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ページ、次のページをお開き願いたいと思います。第３表地方債を説明いたし

ます。起債の目的、限度額、方法、利率、償還の方法を定めるものでございま

すが、平成２５年度は、一番下の臨時財政対策債を除く１２の事業に充当を予

定してございます。このうち一番上の新エネルギー導入事業、中ほどの荷負本

村線改良事業、その下の住宅改良資金等貸付事業、公営住宅建設事業は補助事

業となっておりまして、補助金を充当したあとの事業費に起債を充当するとい

うことにしてございます。臨時財政対策債を除く起債総額６億５３９０万円の

内、６億１０９０万円は、その元利償還金が交付税算入される過疎債を予定し

てございます。一番下の臨時財政対策債は、いうなれば普通交付税にて算出さ

れる額を起債というかたちで交付する、借入れる内容のものとなっておりまし

て、２５年度の発行見込み額は２４年度同額の２億８００万円を予定しており

ます。以上、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算の説明をさせてい

ただきましたので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

 

議長 次に国民健康保険特別会計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について提案

説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 国保の１ページをお開き願いたいと思います。議案第２０号平成２５年度平取

町国民健康保険特別会計予算についてご説明いたします。第１条、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ７億７１４５万円と定める。２項、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとに金額は「第１表 歳入歳出予算」による。第

２条、一時借入金、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金

の 高額は５千万円とする。第３条、歳出予算の流用、地方自治法第２２０条

第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費を流用することができ

る場合は次のとおりとする。保険給付費の同一款内の各項の間の流用とします。

それでは、歳出から説明させていただきます。国保の３２ページから説明いた

します。１款１項１目一般管理費でございます。これにつきましては、国民健

康保険事業の実施に係る経常経費でございまして、旅費及び需用費、役務費、

委託料含めまして３１９万１千円の計上でございます。前年度より、需用費が

４万１千円の減額でございます。次、３３ページをお開き願います。２目の連

合会負担金でございます。６０万３千円の計上で、本年度単価の見直しがござ

いまして、４万６千円の減額でございます。次、３４ページをお開き願います。

３目特別対策事業費でございます。これにつきましては、事業の医療費適正化

を講じるために必要な経費でございまして、４２２万４千円を計上しておりま

す。前年度より、旅費、需用費、委託料が２２万６千円の減額でございます。

次、３５ページをお開き願います。２項１目賦課徴収費でございますが、保険

料の適正賦課及び保険税徴収に係る諸経費でございまして、１７０万円の計上

でございます。前年同額でございます。次に３６ページをお開き願います。納

税奨励費でございます。これは日高管内地方税滞納整理機構への負担金でござ
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いまして、平取町の負担金が１８１万円に対しまして、国保割といたしまして、

７３．２％で１３２万５千円の計上でございます。前年度５４万５千円の減額

でございます。次、３７ページをお開き願います。３項３目運営協議会費でご

ざいます。国保運営協議会に関する諸経費でございまして、３０万７千円の計

上でございます。これも昨年同額でございます。次、３８ページをお開き願い

ます。２款１項１目保険給付費の一般被保険者療養給付費でございます。この

科目は一般被保険者が医療費を要した内、保険者が直接医療機関へ支払うもの

でございまして、４億１千万円を計上しております。２千万円の減額でござい

ます。これにつきましては、前年度より対象者が１００人ほど減なっておりま

すので、その分の減額でございます。次、３９ページをお開き願います。２目

退職被保険者等療養給付費でございます。これも前ページと同じように、被保

険者分の２千万円を計上しております。これにつきましても、過去３年間の実

績推移に基づいて試算しております。次、４０ページをお開き願います。３目

一般被保険者療養費でございます。これにつきましては、一般被保険者の補装

具またはりきゅう等の療養費に要した費用でございます。４３０万円の計上で

ございます。前年同額でございます。次、４１ページをお開き願います。４目

退職被保険者等療養費でございます。これも前ページと同様に、退職者の被保

険者分として、３０万円の計上でございます。２万円の減でございます。次、

４２ページをお開き願います。５目の審査手数料でございます。これは、国保

連合会に係る、医療費の審査手数料でございまして、１２４万２千円の計上で

ございます。５万８千円の減額でございますが、これは被保険者数の減による

ものでございます。１００名ほどの減になっております。次に、４３ページを

お開き願います。２項１目一般被保険者高額療養費でございます。これにつき

ましては、レセプトあたり８０万円の医療費を超えた場合に、超えた分の費用

を負担するものでございまして、５２００万円の計上でございます。これも被

保険者数の減によります４００万円の減額でございます。次、４４ページをお

開き願います。２目退職被保険者等高額療養費でございます。これも前ページ

と同じように、退職被保険者分として、２００万円の計上でございます。次に、

４５ページをお開き願います。３目一般被保険者高額介護合算療養費でござい

ます。これにつきましては、１年間の療養費と介護サービス費を合算して決め

られた限度額を超えた場合、その限度額に対して支払う費用でございまして、

３０万円の計上でございます。これは前年度２０万円の減でございますが、過

去３年間の実績の推移に基づいて減額させております。次、４６ページをお開

き願います。４目退職被保険者等高額介護合算療養費でございます。これにつ

きましても、前ページ同様に退職者の被保険者分で１０万円計上しております。

次、４７ページをお開き願います。３項１目一般被保険者移送費でございます

が、これにつきましては、特別な事情が発生した場合に移送される場合に支給

するものでございまして、３万円を計上しております。前年同額でございます。

次、４８ページをお開き願います。２目退職被保険者等移送費でございます。
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これにつきましても、特別な事情が発生した場合に移送される場合でございま

して２万円の計上でございます。次、４９ページをお開き願います。４項１目

出産育児一時金でございます。これにつきましては、必要経費として２０件分

８４０万５千円の計上でございます。前年同額でございます。次に５０ページ

をお開き願います。５項１目葬祭費でございます。これは、実績を考慮いたし

まして、今年度２０万円の計上でございます。１０万円の減額でございます。

近の傾向をみますと、１０件あるかないかくらいの実績でございまして、そ

れに基づいて１０件分の減額でございます。次、５１ページをお開き願います。

３款１項１目でございます。後期高齢者支援金等ですが、これにつきましては

全保険者が拠出し、後期高齢者の医療制度を支える仕組みでございまして、こ

れにつきましては社会保険診療報酬支払基金より、概算通知をいただいており

ます。それに基づいて１億４５０万円を計上しております。これにつきまして

は、療養費の伸びにより、５００万円の増額となっております。この内訳とい

たしましては、後期高齢者支援金納付金または保険基盤安定繰入、または退職

被保険者等が含まれるものでございます。次に５２ページをお開き願います。

２目の後期高齢者関係事務費拠出金でございますが、これも前ページと同様、

概算に基づく１万円の計上でございます。前年同額です。５３ページをお開き

願います。４款１項１目前期高齢者納付金等でございます。これも、全保険者

が拠出し前期高齢者の医療制度を支える仕組みになっておりまして、本年度６

万６千円の計上でございます。３万５千円の減額となっております。次に５４

ページをお開き願います。２目の前期高齢者関係事務費拠出金でございます。

これも前ページと同様、概算に基づく１万円の計上でございます。次、５５ペ

ージをお開き願います。５款１項１目老人保健事務費拠出金でございます。こ

れにつきましては、老人保健制度はもうございませんが、経過措置により継続

中でございますので、１万円の計上でございます。これも前年同額でございま

す。次に５６ページをお開き願います。６款１項１目介護納付金でございます。

これにつきましては４０歳から６４歳までの全被保険者が拠出し、介護保険を

支える仕組みでございまして、本年度４３３６万２千円を計上しております。

３６３万８千円の減額でございますが、これは対象人数の減、４０名の減でご

ざいます。次に５７ページをお開き願います。７款１項１目共同事業拠出金で

ございます。これにつきましては、高額医療が発生した場合に一保険者で賄う

ことが非常に難しいということで、国が保険者に運営基盤の安定を図るために

拠出しているものでございまして、本年度１７８１万３千円を計上しておりま

す。前年度実績に伴い２３０万５千円の減額でございます。次に５８ページを

お開き願います。２目保険財政共同安定化事業拠出金でございますが、これに

つきましては、レセプト１件当たり３０万円以上を超える医療費に対して、市

町村国保から拠出金を財源として、国保の財政の安定化を図るための事業でご

ざいまして、８２６７万９千円を計上しております。３９万４千円の減額でご

ざいます。次に５９ページをお開き願います。３目共同事業事務費拠出金でご
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ざいますが、１千円の計上でございます。次に６０ページをお開き願います。

８款１項１目でございます。特定健康診査等事業費でございます。この科目は

国保被保険者の保健事業に要する費用でございまして、３５７万９千円を計上

しております。１８万９千円の減でございます。これにつきましては、特定健

康受診データが総合システムに含まれたことにより、委託料、特別業務委託料

の減額によるものでございます。６１ページをお開き願います。保健衛生普及

費でございます。国保の被保険者の医療適正化事業、また保健師による個別の

保健指導による経常的経費でございまして１８万円の計上でございます。前年

同額です。６２ページをお開き願います。９款１項１目基金積立金であります

が、国保給付費支払準備基金の積立ての利子でございまして、４万６千円を計

上してございます。前年１万９千円の減額でございます。次、６３ページをお

開き願います。１０款１項１目でございますが、利子でございまして、一時借

入金利子として５０万円を計上しております。これは前年同額でございます。

次に１１款１項１目の保険税還付金でございます。１千円の計上でございます。

次、６５ページの２目の償還金、これも１千円の計上でございます。次、６６

ページ、３目還付加算金でございますが、これも１千円の計上でございます。

次、６７ページでございますが、２項１目の利子でございます。支払基金利子

として５万４千円の計上でございますけども、これも前年同額でございます。

次、６８ページをお開き願います。３項１目直診施設勘定繰出金でございます。

これにつきましては、国保病院特別会計への繰出金でございまして、６３９万

円を計上しており、１６１万円の減でございます。これにつきましては、救急

患者受入体制の支援事業は前年同額でございまして、直営診療施設整備分につ

いて、減額でございます。２１９万円の計上でございます。次、６９ページを

お開き願います。予備費でございます。２００万円の計上でございます。以上

で歳出について説明を終わりたいと思います。次、歳入についてご説明いたし

ます。国保の８ページをお開き願います。それでは歳入について説明いたしま

す。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。これにつきまし

ては一般被保険者に係る療養給付に要する費用の財源として、賦課徴収する保

険税でございます。２５年度ですが、通常であれば前々年度の所得に付加して

おり、本年度の１１月までの伸び率で計算されるものでございますが、近年の

所得の状況が年によって所得の増減幅が非常に大きいために、本年度は５か年

の所得の平均を用いて試算しております。世帯数が１１００世帯、被保険者数

２千人、前年度対比１００人の減でございます。収納率９６％で医療、後期高

齢者、介護合わせて２億２１１９万５千円を計上しております。７０１万８千

円の増額でございます。この増額の理由につきましては、本年度、国保税の後

期支援分、介護分の資産割の率及び平等割の額を下げましたが、所得の改定は

行っていないためにですね、平均世帯の所得が伸びており、増額となっており

ます。次、９ページをお開き願います。２目退職被保険者等国民健康保険税で

すが、これも前ページ同様、退職被保険者としての世帯数４０、被保険者数７
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０、前年度対比１０の減でございますが７７１万７千円を計上しております。

これも被保険者数の減により、２５万４千円の減額でございます。次、１０ペ

ージをお開き願います。２款１項１目督促手数料ですが、保険税の督促手数料

として５千円の計上でございます。前年同額でございます。１１ページをお開

き願います。３款１項１目国庫支出金の療養給付費等負担金でございます。こ

れは、一般被保険者の療養給付費、老人保健拠出金、後期高齢者の支援金、介

護納付金等に係る費用に対しまして３２％相当額が助成されます。従いまして、

１億３８４９万７千円を計上しております。本年度の歳出の療養給付費の減に

よる２２６２万７千円の減でございます。次に１２ページをお開き願います。

２目高額医療費共同事業負担金でございます。これも歳出で説明いたしました

７款１項１目の高額医療費共同事業の拠出金に対しまして、国から４分の１が

助成されまして、４４５万３千円の計上で、５７万６千円の減額でございます。

次、１３ページをお開き願います。３目特定健康診査等負担金でございます。

特定健康検査等の行為に対しまして助成される経費でございまして、６８万１

千円の計上でございます。これも前年同額でございます。次に、１４ページを

お開き願います。２項１目財政調整交付金でございます。これにつきましては

一般被保険者の療養給付費、または老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護

納付金等に係る費用を控除して９％相当が助成されるものでございます。２４

５９万４千の計上で、２２４３万円が減額でございます。この理由といたしま

して、普通調整交付金ですが、医療費実績額に対して、確保をすべき保険税が

不足する場合に、不足する額を基準として交付されるものでございます。国保

の７割が農業経営を営んでおります、この数年の農業所得の税収が多くなって

いるためにですね、交付金が減額になっているところでございます。次、１５

ページをお開き願います。４款１項１目療養給付費交付金ですが、退職者被保

険者の療養給付等に係る費用でございまして、保険税を控除して助成されるも

のでございます。２７０９万３千円の計上で前期高齢医療費の増額により１９

４万２千円の増額となっております。次、１６ページをお開き願います。５款

１項１目前期高齢者交付金でございます。これにつきましては前期高齢者６５

歳から７４歳の被保険者がいる保険者に対して交付されるものでございます。

１億４７４９万円を計上しております。１８５１万円の増額でございます。こ

れにつきましては、前期高齢者の対象者人数の増及び療養費の増によるもので

ございます。次、１７ページをお開き願います。６款１項１目高額医療費共同

事業負担金でございます。これは国庫負担金と同様、国、道がそれぞれ高額医

療費共同事業の拠出金に対しまして助成されるもので、道負担分４分の１、４

４５万３千円を計上しております。５７万６千円の減額でございます。次に、

１８ページをお開き願います。特定健康診査等負担金でございます。これも国

庫負担金と同様、６８万１千円の計上でございます。次、１９ページをお開き

願います。２項１目財政調整交付金でございます。これも国の財政調整交付金

と同様、９％の助成でございまして５２３２万７千円の計上でございます。１
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８０６万２千円の増額でございます。この理由といたしまして、特別調整交付

金の医療費の適正化等の収納率向上分の上乗せと、保険財政共同安定化事業ま

た、定率の国庫負担金が２％減額される分、こちらで補てんされるということ

で増額になっております。次に２０ページをお開き願います。７款１項１目高

額医療費共同事業交付金でございます。これもレセプト１件当たり８０万円以

上の医療費が発生した場合に、交付されるものでございまして、７１２万５千

円を計上しております。療養費の減により１９２万７千円の減額でございます。

次２１ページをお開き願います。２目保険財政共同安定化事業交付金でござい

ます。これもレセプト１件当たり３０万円以上の医療費が発生した場合に、交

付されるものでございまして、５７８７万４千円を計上しております。これは、

療養費の減及び前年度の交付率の推移に基づいて、７７５万２千円の減額でご

ざいます。次に２２ページをお開き願います。８款１項１目利子及び配当金で

ございますが、４万６千円の計上でございまして、１万９千円の減額でござい

ます。次に２３ページをお開き願います。９款１項１目一般会計繰入金でござ

います。４１１５万２千円を計上しております。これは国の一定のルール分で

ございまして、財政安定化支援事業及び市町村国民健康保険対策事業、また、

保険基盤安定等繰入金の３項目になっております。次、２４ページをお開き願

います。１０款１項１目繰越金でございますが、平成２４年度の国保会計決算

見込み３６００万円を計上しております。６００万円の減額でございます。次

に２５ページをお開き願います。１１款１項１目一般被保険者延滞金でござい

ます。４千円の計上でございます。次に２６ページをお開き願います。２目退

職被保険者等延滞金、これは１千円の計上でございます。次、２７ページをお

開き願います。２項１目の預金利子でございます。これは５万円の計上でござ

います。次に２８ページをお開き願います。３項１目一般被保険者第３者納付

金でございますが、１千円の計上でございます。次２９ページをお開き願いま

す。２目の退職被保険者等第３者納付金でございます。これも１千円の計上で

ございます。３０ページをお開き願います。３目雑入でございます。これは指

定公費負担金でございますが１万円の計上でございます。以上でご説明を終わ

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。 

続きまして、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、ご説明いたします。第１条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は歳

入歳出それぞれ８０２０万円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区分及び

当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」によります。それでは、歳出

よりご説明いたします。後期の１７ページをお開き願います。１款１項１目一

般管理費でございます。旅費をはじめとする事務の運営に要する費用でござい

まして、本年度５９３万６千円の計上で２６０万６千円の増額でございます。

これにつきましては、本年度、後期高齢のシステム機器の更新がございまして、

その委託料の増額でございます。次、１８ページをお開き願います。２項１目

徴収費でございますが、徴収に要する経費でございまして、１８万円の計上で
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ございます。前年同額でございます。１９ページをお開き願います。２款１項

１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。広域連合に支払う事務費、

保険料、保険基盤安定負担金で７３６７万６千円の計上でございまして、３６

９万４千円の増額になっております。これにつきましては、療養費及び被保険

者数の増額によるものでございます。対象人数としましては、９１０人でござ

います。次、２０ページをお開き願います。３款１項１目保険料還付金で５千

円の計上でございます。次に２１ページをお開き願います。２目の還付加算金

でございます。２千円の計上でございます。次に２２ページをお開き願います。

３目の償還金でございますが１千円の計上でございます。次４款１項１目予備

費でございますが、４０万円の計上でございます。次に、歳入についてご説明

いたします。６ページをお開き願います。１款１項１目特別徴収保険料でござ

います。これは、現年分の保険料３１００万円を計上しております。この保険

料につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合会により前々年度の所得を

基に試算しているものでございます。次に７ページをお開き願います。２目普

通徴収保険料でございます。これは現年分、滞納繰越分として２１５２万円を

計上しております。６３０万円の増額でございます。これにつきましても、前々

年度の所得の伸びにより、増額となっております。なお滞納繰越分につきまし

ては、平成２４年度の調定額１９００万円の２％相当分をみております。次に

８ページをお開き願います。２款１項１目督促手数料でございます。５千円の

計上でございます。次９ページをお開き願います。３款１項１目事務費繰入金

でございますが、広域連合市町村事務費負担金と後期高齢者医療の運営に必要

な経費といたしまして、一般会計からの繰入金でございます。９０１万円を計

上しております。次、１０ページをお開き願います。２目保険基盤安定繰入金

でございます。これは低所得者に対する保険料の軽減相当分を公費で補てんす

る分でございまして、今年度１８６６万円の計上でございます。１８１万５千

円の減額でございます。これにつきましては、所得が伸びており現役並みの所

得者が多くなっておりまして、保険料の軽減対象者数が減っているということ

によります。次、１１ページをお開き願います。４款１項１目繰越金でござい

ますが、１千円の計上でございます。次に１２ページをお開き願います。延滞

金でございますが、これも１千円の計上でございます。次、１３ページをお開

き願います。保険料還付金でございます。１千円の計上でございます。次、１

４ページをお開き願います。還付加金額１千円の計上でございます。次、１５

ページをお開き願います。雑入ですが１千円の計上でございます。以上で説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休憩 午後 ２時 ５分） 

   （再開 午後 ２時１５分） 
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議長 再開します。次に、介護保険特別会計予算について提案説明を求めます。保健

福祉課長。 

 

保 険 福 祉

課長 

議案第２２号介護保険会計についてご説明いたしますが、その前におそれいり

ますが、１点、文言の訂正をお願いをいたします。５２ページをお開きくださ

い。介護保険５２ページの一番上の右側の目番号が３となっておりますが、こ

れを２に訂正、３目を２目に訂正いただきますようにお願いをいたします。大

変お手数ですが、よろしくお願いをいたします。それでは、平成２５年度平取

町介護保険特別会計予算案につきましてご説明申し上げます。介護保険の１ペ

ージをお開き願います。第１条、歳入歳出予算でありますが、歳入歳出の総額

をそれぞれ４億２８２０万円にしようとするものであります。第２条、一時借

入金は、その 高額を５千万円にしようとするものであります。第３条、歳出

予算の流用でありますが、保険給付費の同一款内の各項の間は流用することが

できるとするものでございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明いた

しますので、３０ページをお開き願います。１款１項１目一般管理費３７０万

３千円でありますが、これは介護保険事業の実施において必要となる、経常的

事務的経費であります。前年比、目の比較で２２万７千円の減額となっており

ますが、これは、第５期介護保険事業計画１年目の昨年度作成いたしました、

介護保険説明パンフレットの在庫がありますので、２５年度はその分の経費を

減額したことが主な理由でございます。次に３１ページをお開きください。１

款２項１目賦課徴収費２万８千円でありますが、第１号被保険者の保険料の普

通徴収にかかわる納入通知書の作成のための費用であります。２４年度予算対

比で８万８千円の減額となっておりますが、これは２４年度購入した納入通知

書に在庫があることによるものでございます。３２ページをご覧ください。３

２ページ、１款３項１目介護認定審査会費３７３万８千円でありますが、１２

節役務費につきましては、介護認定審査会の資料となる、主治医意見書の作成

手数料であります。１９節負担金、補助及び交付金につきましては、日高西部

介護認定審査会規約に基づきその負担金を計上いたしております。続きまして

３３ページをお開きいただきます。２目認定調査費２８５万９千円でございま

すが、介護認定審査会の資料となる認定調査票の作成にかかわる認定調査員の

人件費、遠隔市町における認定調査の委託料などを計上してございます。２４

年度に比較して、目の比較で３５万円の増加となっておりますが、これは介護

認定審査員の勤務を２４年度まで週４日といたしておりましたが、２５年度か

らは週５日の勤務とし、業務量の増加及び二次予防高齢者いわゆるゆうあい長

寿さんに関する調査業務に対応しようとするためのものでございます。３４ペ

ージをご覧ください。３４ページ、１款４項１目計画策定費には、介護保険事

業計画の策定にかかわる委員報酬及び費用弁償合計８万６千円を計上いたして

おります。次に３５ページをお開きください。２款１項１目居宅介護サービス
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給付費でありますが、在宅での介護サービスに対する給付費、７９７０万４千

円を計上しております。デイサービス、ショートステイ、ヘルパーサービスの

利用やケアプランの作成などに係る給付費となってございます。２４年度予算

対比で１９１万５千円の減額となっておりますが、これは、次のページで２５

年度新たに２目地域密着型サービス給付費を新設し、２４年度まで支出してい

た費用をこの２目の方に移行させたことによるものであります。次に３６ペー

ジをお開きください。２目地域密着型サービス給付費は、新しい科目でござい

ます。平成２５年度から事業を開始する地域密着型認知症グループホームにお

ける要介護１から５の方を対象にしたサービス給付費４８００万円を新年度新

たに計上いたしております。３７ページをお開きください。３目施設介護サー

ビス給付費には施設での介護サービスに対する給付費２億１千万円を計上いた

しております。常に介護が必要な方のための介護老人福祉施設、これは特別養

護老人ホームでありますが、それに、病状が安定し、リハビリに重点を置いた

介護が必要な方が対象の介護老人保健施設、また病状は安定しているものの、

長期間にわたり療養が必要な方のための介護療養型医療施設の利用にかかわる

給付費となっておりまして、介護保険特別会計の節のなかでは も高額なもの

となってございます。サービス利用件数の増加によりまして、平成２４年度に

比べ１５７万９千円の増加となっております。次に３８ページであります。４

目福祉用具購入費４０万５千円でありますが、在宅で使用する福祉用具の購入

に関する給付費であります。入浴補助の用具や腰かけ便座など、レンタルにな

じまない入浴や排せつに用いる福祉用具の購入に係る経費に対する給付であり

ます。次に、３９ページ、５目住宅改修費には要介護者が、在宅での生活に必

要な住宅の改修費用に対する給付費といたしまして、８６万４千円を計上いた

しております。住宅の中の手すりの取りつけや、段差の解消などに要した費用

が、これに該当いたします。次に４０ページをお開き願います。６目居宅介護

サービス計画給付費でありますが、これは居宅介護支援事業者が行う、居宅サ

ービスの計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整などの費用に対する給

付費で１２１５万６千円を計上いたしております。続いて、４１ページであり

ます。２款２項１目介護予防サービス給付費１６９３万２千円でありますが、

デイサービスを中心とする在宅サービスに対する給付費を計上いたしておりま

す。要支援１及び要支援２の方が対象になります。次に４２ページをご覧くだ

さい。２款２項２目は、３６ページの２款１項２目同様、新しい科目でありま

す。本年４月から事業を開始する認知症高齢者共同生活介護グループホームに

おける要支援２の方を対象とするサービス給付費１２０万円を平成２５年度か

ら新たに計上するものであります。ちなみに、要支援１の方は制度上、グルー

プホームのサービスは受けることができないこととなってございます。次に４

３ページ、３目介護予防福祉用具購入費は、要支援１及び要支援２に認定され

る方が、福祉用具を購入する費用に対する給付費２２万８千円であります。次

に４４ページ、４目介護予防住宅改修費でありますが、要支援１及び要支援２
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の方の、在宅での生活に必要な住宅の改修に対する給付であります。予算は８

６万４千円でございます。次に４５ページをお開きください。５目居宅介護予

防サービス計画給付費には介護予防支援事業者が居宅予防サービス計画の作成

などを行う際に要した費用に対する給付費２４０万円を計上いたしておりま

す。続いて４６ページ、２款３項１目審査支払手数料でありますが、各事業所

からの請求に対して、国保連合会が行う審査に係る支払手数料といたしまして

３４万３千円を計上いたしております。次に４７ページ、２款４項１目高額介

護サービス費には利用者の１か月内の自己負担合計額が高額になりまして上限

を超えた際に、その超過部分を支給する費用として、１００３万２千円を計上

いたしております。次に４８ページをお開きください。２目高額介護予防サー

ビス費に１万２千円を計上しております。要支援１及び要支援２の方が対象の

サービスで、２４年度対比で２万４千円の減額としておりますが、これは前年

度実績により計上したものでございます。続いて４９ページをお開きください。

２款５項１目高額医療合算介護サービス費でありますが、同じ世帯で医療と介

護の両方のサービスを利用した場合に、その方に対して、年単位でさらに自己

負担の軽減を図るための費用といたしまして１２０万円を計上いたしておりま

す。該当者の増加によりまして２４年度対比で３５万円の増加となっておりま

す。次に５０ページであります。２目高額医療合算介護予防サービス費であり

ますが、要支援１及び要支援２の方に支給する予算といたしまして１万２千円

を計上いたしております。５１ページ、２款６項１目特定入所者介護サービス

費でありますが、施設サービス等を利用した場合に、食費、住居費の負担を軽

減するための給付費といたしまして、２３６７万６千円を計上いたしておりま

す。利用者及び利用件数の増加によりまして、前年度比６７万６千円の増額と

なっております。次に５２ページ、先ほど申し上げました３目改め２目特定入

所者介護予防サービス費には、前のページ同様、食費、住居費の負担軽減を図

るための給付費７万２千円でありますが、対象者が要支援１及び要支援２の方

となっております。次に５３ページ、３款１項１目介護予防高齢者施策事業費

であります。これは要支援、要介護になる前の介護予防を推進するための事業

に係る予算でございます。主に一般高齢者に対する健康運動指導や口腔ケア事

業、二次予防対象高齢者といわれる要支援、要介護状態になるリスクが高い方

の把握及びその対策のための事業の予算として１６１万９千円を計上いたして

おります。５４ページをご覧ください。３款２項１目包括的支援事業費であり

ますが、地域包括支援センターの運営などに係る事務的経費といたしまして、

２１６万５千円を計上しております。次に、５５ページをご覧ください。２目

任意事業費でありますが、平取町が任意で展開をいたしております事業に関し

て、５１７万４千円を計上しております。食の自立支援事業、給食サービスや

認知症サポーター養成事業等の予算が主なものであります。５６ページ、４款

１項１目介護給付費基金積立金１４万円でありますが、平成２４年度に比較し

て５３８万４千円の減額となっております。その理由は、２４年度から２６年
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度までの間の３年間の第５次計画期間中、介護保険料を急増させないために、

２４年度に特例で北海道から交付された道の財政安定化基金支出金を２４年度

歳入の道支出金で受けて、２４年度この科目から支出し、町の準備基金に積み

ましたが、２５年度はこのような道からの支出金がないため、従来どおり利息

分のみを積む例年ベースに戻ることによるものであります。次に５７ページで

あります。５款１項１目償還金、利子及び割引料１万円でありますが、これは

一時借入を起こした場合における利子を計上してございます。５８ページ、６

款１項１目第１号被保険者保険料還付金７万８千円の計上であります。６５歳

以上の第１号被保険者に対し、保険料の還付が生じた際の予算でございます。

次に５９ページをお開きください。予備費は５０万円で、２４年度と同額であ

ります。以上、歳出合計４億２８２０万円であります。次に、財源となる歳入

についてご説明申し上げますので、さかのぼって７ページをお開きいただきた

いと思います。介護保険７ページ。歳入、１款１項１目第１号被保険者保険料

であります。平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画に基づ

く介護保険料は、平取町におきましては、１人当たり、月平均３千円といたし

ております。１節現年度分におきましては、収入見込みが９９％、歳入見込み

５３７９万８千円、２節滞納繰越分につきましては、２５年度に繰り越される

滞納額を３００万円と見込み、収納見込みを１０％、３０万円を歳入に計上し、

１節２節合計で５４０９万８千円といたしております。次に８ページでありま

す。８ページ、２款１項１目督促手数料は、２４年度合計２千円を計上いたし

ております。９ページ、３款１項１目介護給付費国庫負担金であります。平成

２５年度分の介護給付費は、施設分が２億３７６４万７千円、その他分として

１億７０４５万３千円と推計いたしております。これに国庫負担割合を乗じま

して、１節現年度分で６９７３万７千円を計上しております。介護給付費の増

加に伴いまして、２４年度対比で１０２１万４千円の増加となっております。

次に１０ページ、３款２項１目調整交付金は、全国水準との格差の調整を行う

ための交付金でありまして、後期高齢者の割合、所得分布の違いにかかわらず、

要介護者の出現率や保険料基準額が、全国平均水準に近づくよう調整を図るた

めに、国庫から交付されるものでございます。平取町における後期高齢者の割

合と所得の分布から推計し、介護給付費の推計総額に８．３９％をかけた額と

見込み、２９９５万８千円を計上いたしております。次に１１ページでありま

す。２目地域支援事業交付金における介護予防事業分でありますが、２５年度

歳出における介護予防高齢者施策事業費１６１万９千円に国庫負担割合である

２５％を乗じた額４０万５千円を計上いたしております。次に１２ページ、３

目地域支援事業交付金の包括支援任意事業分でありますが、２５年度歳出予算

における包括的事業２１６万５千円及び任意事業５１７万４千円から食の自立

支援事業における配食サービスの個人負担分１５４万２千円を差し引いた額に

国庫負担割合の３９．５％を乗じた額２２９万円を計上いたしております。次

に１３ページ、４款１項１目介護給付費交付金であります。介護給付費歳出予
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算４億８１０万円に国庫負担割合２９％を乗じた額に過年度分を加えた１億１

８３５万円を計上いたしております。２４年度との比較で１５０３万円の増加

となっておりまして、これは認知症グループホームの事業開始に伴う介護給付

費の増加に関するものであります。次に１４ページであります。２目地域支援

事業交付金であります。介護予防高齢者施策事業１６１万９千円に国庫負担割

合２９％を乗じた額４７万円を計上しております。次に１５ページ、５款１項

１目介護給付費道負担金でありますが、国庫負担金と同様に介護給付費の施設

分に１７．５％を、その他分に１２．５％の道負担金割合を乗じた額に過年度

分を加えた６２８９万５千円の計上となっております。介護給付費の増加によ

り、２４年度対比で６６２万９千円の増加となっております。次に１６ページ、

２目地域支援事業交付金の介護予防分道負担金であります。介護予防高齢者施

策事業費１６１万９千円に道負担金割合の１２．５％を乗じた額２０万２千円

を計上しております。次に１７ページ、３目包括支援事業交付金の包括的支援・

任意事業分であります。包括的事業費２１６万５千円、任意事業５１７万４千

円から配食サービス自己負担金１５４万２千円を差し引いた額に道負担金割合

１９．７５％を乗じた額１１４万５千円を計上しております。続いて１８ペー

ジ、６款１項１目利子及び配当金は、介護給付費支払準備基金利子として１４

万円を計上しております。１９ページ、７款１項１目介護給付費に対する町一

般会計からの繰入金は、介護給付費総額４億８１０万円に町の負担割合１２．

５％を乗じた額５１０１万２千円を計上いたしております。２４年度比較で６

４７万８千円の増加としておりますが、国庫負担金及び道負担金と同様、認知

症グループホームの事業開始に伴う、介護給付費の増加が主な要因であります。

続いて２０ページ、２目地域支援事業繰入金の介護予防事業分に対する町一般

会計からの繰入金２０万２千円を計上しております。介護予防高齢者事業１６

１万９千円に対する町負担割合１２．５％を乗じた額であります。次に２１ペ

ージ、３目地域支援事業の町一般会計からの繰入金は１１４万５千円を計上し

ていたしております。町の負担割合は１９．７５％となっております。続いて

２２ページ、４目その他一般会計繰入金でありますが、歳出の１款総務費は介

護保険運営上の事務的経費でありますが、この経費は国や道からの負担はない

制度となっておりますことから、町で全額を負担することとなっております。

ここでは総務費の歳出額合計１０４１万４千円と同じ額を計上いたしておりま

す。２３ページ、７款２項１目介護保険給付準備基金繰入金であります。介護

保険制度における歳出の根幹をなす介護給付につきましては、国、道、町が公

費としてそれぞれの割合を負担し、さらに４０歳から６４歳までの第２号被保

険者からご負担いただく支払基金交付金と、６５歳以上の方からいただく第１

号被保険者保険料を算入してもなお、介護給付費を補うに及ばない場合は、基

金を取り崩して運用する事となっております。平成２４年度から第５期の介護

保険事業計画期間でありますが、これにおいては、準備基金の繰入れをしなが

ら、介護保険料の軽減を図ることとなっておりますことから、公費及び保険料
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をもってしても不足となる金額２３６０万９千円を介護給付準備基金からの繰

入金として歳入に計上いたしております。続いて２４ページであります。前年

度繰越金は５０万円としております。２５ページから２７ページまでの第１号

被保険者延滞金、同過料、預金利子は各１千円ずつ計上いたしております。続

きまして２８ページをお開きいただきたいと思います。９款３項１目雑入とい

たしまして、地域支援事業のなかの任意事業である食の自立支援事業における

利用者負担金１５４万２千円及びその他雑入を計上いたしております。以上、

歳入合計４億２８２０万円で、歳出と同額の均衡予算となっております。前年

度当初予算に比べまして、全体で４６００万円の増加となっておりますが、こ

の主な理由は、本年度から事業を開始する認知症グループホームに関する予算

が新たに発生することによるものでありますので、この旨ご理解をいただきた

いと考えております。平成２５年度介護保険特別会計歳入歳出予算の説明は以

上のとおりであります。よろしくご審議くださいますようにお願いいたします。

 

議長 次に、簡易水道特別会計予算について提案説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算につきまし

て、ご説明を申し上げます。第１条におきまして歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２億３８９６万４千円に定めるものでございます。第２条におきま

して、地方債について定めようとするものでございます。第３条におきまして

は、一時借入金の 高額を５千万円に定めようとするものでございます。それ

では歳出よりご説明申し上げますので１６ページをお開き願います。これから

歳出のご説明を申し上げますが皆様のお手元に配布しております平成２５年度

の予算説明資料付表の１９ページ、簡易水道特別会計予算と比較しながら、２

４年度と比べて大きく予算のかわったところ、また新規に項目が増えたところ

について、重点的にご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。３

歳出、１款１項１目一般管理費で３１４３万９千を計上しておりますが、２４

年度対比で５６１万４千円の減となってございます。主な理由でありますが、

職員１名の減によりまして、２節給料、３節職員手当、４節共済費、１９節の

退職手当組合の負担金等が減額になったことによるものでございます。詳細に

つきましては２３から２５ページの給与費明細書等に記載しておりますので、

後ほどご覧いただきたいというふうに思います。１３節委託料で２２万５千円

の増でありますが、高齢者事業団へのメーター検針委託料が１件当たり１５円

値上がりしたことによるものでございます。２７節公課費ですが、ここで一部

訂正をお願い申し上げます。説明欄の消費税納付金（Ｈ２３確定納付）と書い

てございますが、２３は２４年の間違いですので、２４に訂正願います。その

一つ下の欄、同じく消費税納付金（Ｈ２４中間納付）と書いてますが、２４を

２５に訂正願いたいと思います。深くおわび申し上げたいと思います。予算額

で１１万９千円の減となっておりますが、内訳といたしまして２４年度分精算



- 43 - 

による、消費税納付額、それに伴う２５年度予算納税額の合計の数値となって

ございます。次ページをお開き願います。２款１項１目維持管理費で３９９５

万５千円を計上しておりますが、２４年度対比で８０７万６千円の増となって

ございます。１１節需用費で７４７万７千円の増となっておりますが主な理由

といたしましては、修繕料で本町の配水地に水位計を設置する経費が４００万

円、中部振内簡易水道のぼうずの沢からの導水管の整備に１８０万円、一般修

繕に１００万円を増額したものでございます。１２節役務費で２１万２千円の

減となっておりますが、水質検査料の減額によるものでございます。１３節委

託料で６０万１千円の増となっておりますが、中部振内簡易水道の急速ろ過装

置の点検項目の増と貫気別簡易水道施設の敷地が一部民地に入り込んでいるこ

とが判明したためにですね、用地を取得するための用確の委託料が増えたこと

によるものでございます。１７節公有財産購入費で２１万円を予算計上してお

りましたが、先ほど委託料でご説明申し上げましたとおり、貫気別簡易水道施

設の敷地が一部民地に入り込んでいることが判明したために用地を購入するも

のでございます。次ページをお開き願います。２款１項２目建設改良費で６３

８０万５千円を計上しておりますが、２４年度対比で２２２万７千円の増とな

っております。１３節委託料で５２８万２千円の減となっておりますが、２４

年度において２５年度布設替工事を行う分の調査設計をしており、その分が減

額になったものであります。また平成２７年度から１０か年の長期整備計画を

２５年、２６年の２か年で策定する予定であり、２５年度分の委託料として２

３０万円を計上してございます。１５節工事請負費で６８０万４千円の増とな

っておりますが、１３節委託料でご説明申し上げましたとおり、２５年度布設

替工事を行う部分の調査設計を２４年度で終えておりますので、その経費５５

０万円を工事費に充当したことと、量水器の取替工事で２５年度、個数が増え

ることによるものでございます。１８節備品購入費で７０万５千円の増となっ

ておりますが、２５年度交換すべき量水器の個数が３０個増えるのと、１個当

たりの購入単価が値上がりしたことによるものでございます。次ページをお開

き願います。３款１項１目元金で６８８９万７千円を計上していますが、水道

施設整備事業に伴う起債の償還金でございます。次ページをお開き願います。

３款１項２目利子で３４３６万８千円を計上しておりますが、水道施設整備事

業に伴う起債の償還利子でございます。次ページをお開き願います。４款１項

１目予備費で５０万円を計上しておりますが、２４年度同額となってございま

す。次ページをお開きください。歳出合計で本年度２億３８９６万４千円、前

年度２億３１１０万円、比較で７８６万４千円の増となってございます。次に

歳入についてご説明申し上げますので７ページをお開き願います。２歳入、１

款１項１目使用料で１億３１０５万円を計上しておりますが、２４年度とほぼ

同額を見込んでございます。次ページをお開き願います。１款２項１目手数料

で２０万円を計上しておりますが、ここにつきましても、２４年度と同額予算

をみてございます。次ページをお開き願います。２款１項１目簡易水道施設費



- 44 - 

国庫補助金で１４０３万３千円を計上しておりますが、歳出でご説明申し上げ

ました本町簡易水道配水管布設工事に係る国庫補助金でありまして、補助率は

事業費の３分の１でございます。次ページをお開きください。３款１項１目繰

越金で１００万円を計上しておりますが、２４年度同額としてございます。次

ページをお開き願います。４款１項１目一般会計繰入金で５５７７万１千円を

計上しておりますが、２４年度対比で６８４万５千円の増となっております。

事業費の財源不足を一般会計に求めたものでございます。次ページをお開き願

います。５款１項１目預金利子で７千円を計上しておりますが、２４年度同額

となってございます。次ページをお開き願います。５款２項１目雑入で３千円

を計上しておりますが、ここにつきましても２４年度同額となってございます。

次ページをお開き願います。６款１項１目簡易水道事業債で本年度３６９０万

円を計上しておりますが、２４年度対比で１８０万円の増となっております。

ここにつきましては歳出でご説明申し上げました本町地区簡易水道配水管布設

替工事に伴う国庫補助金以外の財源を町債に求めたものでございます。次ペー

ジをお開き願います。歳入合計で本年度２億３８９６万４千円、前年度２億３

１１０万円、比較で７８６万４千円の増となっております。次に地方債につい

てご説明申し上げますので４ページをお開き願います。第２表、地方債につき

ましては本町地区簡易水道配水管整備事業で限度額を３６９０万円にしようと

するものでございます。また地方債についての現在高の見込みに関する調書に

つきましては、２６ページに記載しておりますので後ほどご覧いただきたいと

思います。それで大変申しわけございません、もう１か所訂正がございます。

議案第２３号の冒頭で申し上げました第１条、歳入歳出予算で歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億３８９６万４千円で千円の千という字が抜けてご

ざいました。大変申し訳ございません。２３万８９６４円ではありませんので、

２億３８９６万４千円ですので、ご訂正願います。大変ご迷惑をおかけしまし

た。以上でご説明終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長 次に国民健康保険病院特別会計予算について提案説明を求めます。病院事務長。

 

病 院 事 務

長 

それでは、国民健康保険病院特別会計予算書１ページをお開きください。議案

第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算について、ご説明

申し上げます。第１条、総則といたしまして、平成２５年度平取町国民健康保

険病院特別会計の予算を次のように定めようとするものでございます。第２条

の業務予定量につきましては、１．本院の病床数は一般病床が３１床、療養病

床が４０床の計７１床でございます。年間の患者数は、入院が１万７５２０人

を予定しております。外来は２万５９５０人の患者数を予定しておりまして、

昨年より２９５０人の増加を見込んでおります。１日平均患者数は、入院が４

８人を見込み、外来は１０５人を見込んでおります。次に２．振内診療所でご

ざいますが、外来患者数は２８８０人で１日平均２０人を予定しております。
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次に第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおりとするものでございま

す。収入支出とも同額の７億３６５７万８千円を予定しております。予算内容

につきましては予算説明書でご説明を申し上げます。次のページをお願いいた

します。第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおりとするものでござ

います。資本的収入の予定額を８５４万円とし、資本的支出の予定額を１２８

８万円としております。この収入が支出に対して不足する４３４万円は、減債

積立金を取り崩して補てんする予算措置となっております。予算内容につきま

しては予算説明書でご説明申し上げます。次に第５条の一時借入金の限度額を

３億円と定めるものでございます。第６条は議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費となりますが、対象となる経費は職員給与費が４億５９４

７万６千円とし、交際費を３０万円としております。次に第７条はたな卸資産

の購入限度額を７千万円と定めるものでございます。以上が平成２５年度平取

町国民健康保険病院特別会計予算案となります。続きまして、予算の内容につ

いてご説明をさせていただきます。３ページをお願いいたします。平成２５年

度平取町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画書（総括）でございます。

まず、収益的収入及び支出の収入のうち、第１款病院事業収益が、本年度予算

額７億３６５７万８千円となり、前年度比較１億４９９万６千円減となってお

ります。１項医業収益は４億５３１４万８千円で前年度比較１億１６５５万５

千円の減となっております。これは院外処方実施による薬剤収益が大きく減る

ことによります。目に関する予算額は予算説明書でご説明いたしますので省略

をさせていただきます。次に２項医業外収益は２億８３４２万９千円で、１１

５５万９千円の増となっております。３項特別利益は前年度同額の１千円を予

定しております。次に、支出の第１款病院事業費用の本年度予算額は、収入同

額の７億３６５７万８千としております。１項医業費用は７億３３９８万円で

前年度比較１億４９７万６千円減となっております。２項医業外費用は１０９

万８千円で前年比較２万円の減となっております。３項特別損失は５０万円で

前年度同額。４項の予備費も前年度同額としております。次のページお願いい

たします。資本的収入及び支出となります。第１款資本的収入が８５４万円と

なり、前年比較９２５万７千円の減となっております。１項一般会計負担金は

６２９万円で前年度比較８０万４千円の減となっております。２項国民健康保

険特別会計負担金は２１９万円で、医療機器購入事業に対する国民健康保険調

整交付金を見込んでおります。３項奨学資金貸付金償還金は、平成２２年に支

給した奨学資金の返還を受けることとして６万円を見込んでおります。次に支

出ですが資本的支出は本年度予算額１２８８万円となり、前年度比較９３１万

７千円の減となっております。１項企業債償還金は本年度予算額１３５万５千

円で前年比較４１万２千円の減となっております。２項長期借入金償還金は、

一般会計借入金の償還分として４４０万円となっております。３項建設改良費

は、医療機器等の整備として７１２万５千円を予定し、前年比較８９０万５千

円の減となっております。支出につきましては先ほどもご説明いたしましたが
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４３４万円不足しておりますが、減債積立金を取り崩して補てんする予算とし

ております。次のページお願いいたします。平成２５年度平取町国民健康保険

病院事業会計予算説明書に入らせていただきます。まず、収益的収入の１款１

項１目入院収益ですが、１日平均患者数を一般病床が２９人、療養病床が１９

人を見込み、年間患者数をそれぞれ一般病床１万５８５人、療養病床６９３５

人とし、１日１人当たり診療単価を一般が１万５５４０円、療養が１万２２４

０円を見込んでおります。それにより、入院収益が２億４９３７万４千円を予

定し、前年度より２１０万１千円増を見込んでおります。次に１款１項２目外

来収益ですが、本院は１日平均１０５人、延べ患者数２万５９５０人、診療単

価５４８０円として見込んでおります。診療単価は院外処方を実施することに

より、薬剤収入がなくなることで大きく減少する額を見込んでおります。振内

診療所は１日平均２０人、延べ患者数２８８０人、診療単価が４７００円を見

込んでおります。外来収益を本院、振内診療所合わせて１億５５５３万６千円

を予定しており、前年度比較１億１６０５万２千円の減収となっております。

先ほどもご説明いたしましたが、院外処方により減少となっております。次に

１款１項３目その他医業収益ですが、本年度予算額は４８２３万８千円、前年

度比較２６０万４千円の減となっております。１節で室料差額収益、２節公衆

衛生活動収益、３節自動車収益は前年度と同額としております。４節その他医

業収益は各種予防接種、検診などと収入調整なども勘案して２６０万４千円の

減を計上しております。次のページをお願いいたします。１款２項１目受取利

息配当金でございます。本年度予算額１万３千円として計上しております。次

に２目の他会計負担金ですが、１節の一般会計負担金は、繰入金を２億７千万

円計上しております。前年度より１千万円増額としております。２節国民健康

保険特別会計補助金として、救急患者受入支援事業に該当する夜間休日の医師

確保に対する助成金４２０万円を国保会計からの繰入金として計上しておりま

す。次の３目患者外給食収益は前年度同額としております。４目その他医業外

収益は本年度予算額８７９万６千円で前年度比較８５万９千円の増となってお

ります。休日夜間診療確保対策費補助金は日高医師会からの助成金を昨年度に

引き続き計上しております。またへき地診療所運営費補助金も昨年度と同様に

申請する予定としております。次の１款３項１目特別利益は前年度同額として

計上しております。次のページお願いいたします。収益的支出予算となります。

まず１款１項１目給与費でございます。本年度は４億５９４７万６千円となり、

前年度比較２１０６万６千円の増となります。１節給料は医師３名、職員３１

名の総額１億５３６５万９千円となっております。医師は昨年１２月から１名

増となり、職員は看護師２名減となっております。２節手当は各種手当として

１億２３０７万３千円を計上しております。医師の増などにより９８５万７千

円の増となっております。３節報酬は嘱託職員報酬５６１６万９千円、このな

かには医師１名分の給与が含まれております。嘱託医師等業務報酬として出張

医師等の報酬を３３６８万６千円計上しております。常勤医師の負担軽減を考
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慮し、当直医師の依頼を増やしております。４節法定福利費は本年度予算額５

７０４万２千円で前年度比較１３３万１千円の増となっております。５節退職

給与金は本年度予算額３５８４万７千円で前年度比較１１４万２千円の増とな

っております。次のページお願いいたします。１款１項２目材料費でございま

す。本年度予算額８１８５万２千円を計上しております。前年度比較１億１９

４６万９千円の減となっておりますが、これは院外処方実施で薬剤の購入費が

大きく減ることによります。１節薬品費は５千万円を計上しております。院外

処方による外来薬剤の購入が減ることにより１億２２８２万１千円の減となっ

ております。２節診療材料費は３０８５万２千円を計上しております。前年度

比較では、３３５万２千円増となっております。３節医療消耗備品費は８０万

円を計上し、前年同額としております。４節給食消耗備品費も前年度同額とし

ております。次のページお願いいたします。１款１項３目経費でございます。

本年度予算額１億７３７３万２千円を計上し、前年度比較７２１万８千円減と

なっております。１節賃金は９５４万８千円を計上しております。前年度比較

５２万５千円減となり、臨時職員４名分を計上しております。２節旅費交通費

は３５０万円を計上し、前年度より８０万円増としております。当直医の依頼

増によるものでございます。３節職員被服費は７０万円を計上し、前年度同額

としております。４節消耗品費は２６０万円、５節消耗備品費は１９０万円で

前年度同額を予定しております。６節会議費は病院の改築に向けた検討委員会

を開催することとして、１８万円増としております。７節光熱水費は５０５万

円で４５万円減としております。これは、漏水を修理したことにより、水道料

が減っておることによります。８節燃料費は１０１８万円を計上し、燃料単価

の増などにより４３万６千円増となっております。９節食糧費は３５万円を計

上し、前年度同額としております。１０節印刷製本費は前年度同額の７２万円

としております。１１節使用料及び手数料は１７１１万１千円を計上し、再リ

ースや新規リースの実施もありますが、前年度比較４０万２千円の減となって

おります。次のページお願いいたします。１２節通信運搬費は、１００万８千

円を計上し前年度同額となっております。１３節保険料は１８６万３千円を計

上し、前年度比較２万円増となっております。１４節建物修繕費は２７０万円

計上しております。前年度同額となっております。１５節車輌及備品修繕費は

２００万円を計上しております。前年度同額としております。１６節賃借料は

２５万５千円計上し前年同額となっております。次のページお願いいたします。

１７節委託料は１億１１４８万３千円を計上し、前年度比較７６３万２千円減

となっております。平成２４年度１２月から振内診療所の医師派遣を月曜日の

みとしたことにより、その委託料が大きく減っております。また新規といたし

まして、改築の検討に向けたコンサルタント業務委託料を計上させていただい

ております。１８節交際費は前年同額となっております。１９節諸会費は１６

３万８千円計上し、前年度比較で１５万５千円増となっております。２０節雑

費は５０万円計上しておりますが前年度比較２０万円増としております。職員
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の院内感染対策としての健診費用を計上させていただいております。次のペー

ジお願いいたします。１款１項４目減価償却費でございます。本年度予算額は

１６８７万円を計上し、前年比較３４万５千円の増となっております。１節建

物減価償却費から３節機械備品減価償却費の当年度償却を予定しております。

４節車両減価償却費は平成２４年度購入した車両の減価償却費を新たに計上さ

せていただいております。次に１款１項５目資産減耗費でございます。１節た

な卸資産減耗費、２節固定資産除却費とも前年同額の合計４０万円を計上して

おります。次に１款１項６目研究研修費でございます。本年度予算額１６５万

円を計上しております。医師の増加により図書費１０万円、旅費交通費２０万

円を増額しております。次のページお願いいたします。１款２項１目支払利息

及企業債取扱諸費でございます。本年度予算額は２９万８千円を計上しており、

前年度比較２万円の減となっております。次に１款２項２目消費税でございま

す。前年度と同額の８０万円を計上しております。次に１款３項１目特別損失

でございます。本年度予算額５０万円を計上し前年度同額となっております。

次の予備費は前年同様の１００万円を計上しております。次のページをお願い

いたします。資本的収入についてご説明いたします。１款１項１目一般会計負

担金でございます。資本的支出に伴う財源として一般会計からの繰入れを計上

するものでございます。資本的支出の特定財源を除いた支出額に対する一般会

計の負担分として６２９万円を計上しております。１款２項１目国民健康保険

特別会計負担金でございます。国民健康保険特別会計からの繰入金として２１

９万円を計上しております。これは医療機器購入に対する国民健康保険特別調

整交付金の国費及び道費の助成相当額を国保会計からの負担金として計上して

おります。１款３項１目奨学資金貸付金償還金でございます。これは平成２２

年度に准看護師へ奨学資金を支給しましたが、養成施設を中途退学したため、

返還事由に該当することとなり、返還を受けておりますが、一括返還ができな

いため、複数年で償還を受けることにしております。以下の企業債、補助金は

今年度は予定しておりません。次のページお願いいたします。資本的支出にな

ります。１款１項１目企業債償還金でございます。本年度予算額は１３５万５

千円計上し、前年度比較４１万２千円の減となっております。次に１款２項１

目長期借入金償還金でございます。これは平成２２年度において一般会計から

４４００万円を運転資金として借入れたものを１０年で元金均等償還すること

として４４０万円計上しております。次に１款３項１目資産購入費でございま

す。１節医療機器購入費の主なものは血糖ＨｂＡ１ｃ分析装置になりますが、

その他に必要な医療機器を購入することとして、６２２万５千円を計上してお

ります。２節で一般備品購入費は振内診療所の薬剤処方システムの購入を予定

しております。次のページお願いいたします。１６ページから２０ページは給

与費明細書となりますが、詳細な説明は省略をさせていただきます。２１ペー

ジをお開きください。平成２５年度平取町国民健康保険病院事業会計資金計画

書でございます。本年度の事業資金を予定した表になっております。平成２５
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年度中の資金の受入支払の予定となっており、平成２５年度末で現金預金残高

見込み３７２万４千円を予定しております。次のページお願いいたします。平

成２５年度平取町国民健康保険病院事業予定貸借対照表でございますが、平成

２６年３月末の数値となりますので、２４ページの平成２４年度平取町国民健

康保険病院事業予定貸借対照表でご説明いたしますので、２４ページをお開き

願います。まず左側の資産の部、１．固定資産ですが（１）有形固定資産がイ．

土地からホ．車輌の項目を合わせまして３億４２３１万７千円の残高となって

おります。次に（２）無形固定資産は、イ．電話加入権３万８千円、奨学資金

貸付金７５万６千円合わせまして７９万４千円の残高となっております。固定

資産の合計が３億４３１１万１千円となっております。２．流動資産ですが現

金預金の残高が１０３４万４千円、未収金が７５００万円、貯蔵品が４００万

円を見込み、流動資産合計が８９３４万４千円を予定しております。資産合計

が４億３２４５万５千円となっております。次に右側の負債の部の３．流動負

債でございますが、一時借入金残高が１億４千万円を予定しております。未払

金は２５００万円で流動負債の合計が１億６５００万円を予定しております。

次に４．固定負債でございます。（１）長期借入金ですが、平成２４年度に４４

０万円返済し、残高が３５２０万円となっております。負債の合計が２億２０

万円を予定しております。次に資本の部でございます。５．資本金ですが（１）

自己資本金として１億９５２１万４千円の残高を予定しております。（２）借入

資本金、イ．企業債は残高が７００万４千円となっております。資本金合計が

２億２２１万８千円を予定しております。５．剰余金は（１）資本剰余金のイ．

その他の資本剰余金が１億１４４１万円となっております。（２）利益剰余金は

イ．減債積立金が６２０万円、ロ．繰越利益剰余金年度末残高、これは累積欠

損金になりますが、９０５７万３千円を予定しております。利益剰余金合計が

－８４３７万３千円となり、剰余金合計が３００３万７千円となり、４．資本

金合計と合わせた資本合計が２億３２２５万５千円を予定しております。負

債・資本合計が４億３２４５万５千円となり、左右同額で平成２４年度末予定

貸借対照表となっております。次、２２ページに戻っていただき平成２５年度

予定貸借対照表となります。平成２５年度当初予算により、平成２５年度末の

貸借対照表残高見込みとなっております。詳細な説明は省略をさせていただき

ます。２３ページをお願いいたします。平成２４年度平取町国民健康保険病院

事業予定損益計算書でございます。平成２４年度の決算見込みとなりますが、

１．医業収益から４．医業外費用の各金額の説明は省略させていただきますが、

経常利益の欄、損失になりますが、５０８９万８千円を見込み、特別損失２３

万円を含めた平成２４年度純損失が５１１２万８千円となる決算を見込んでお

ります。前年度の繰越金欠損金が３９４４万５千円ありますので、この額を加

算した約９千万円が累積欠損金となる予定となっておりますが、この額につき

ましては、昨日可決いただきました補正予算第３号の前の額となっております

のでご留意をお願いいたします。平成２５年度も厳しい状況は続きますが、経
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営健全化を目指して努力していきたいと考えております。以上平成２５年度平

取町国民健康保険病院特別会計予算の説明とさせていただきますので、ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 以上で議案第１９号から議案第２４号までの平成２５年度各会計予算の説明が

終了しました。 

お諮りします。ただいま提案がありました平成２５年度平取町各会計予算につ

いては、議会運営基準１１１により、議員全員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査したいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第２、議案第１９号から日程第７、議案第

２４号までの平成２５年度平取町各会計予算については、予算審査特別委員会

に付託して審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の選

挙については、議長の指名推薦により行いたいと思いますがご異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって予算審査特別委員会の正副委員長の選挙につ

いては、議長が指名推薦することに決定しました。それでは指名します。予算

審査特別委員会委員長には櫻井幹也議員。副委員長には千葉良則議員を指名し

ます。以上のとおり指名推薦しますがご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、予算審査特別委員会委員長には櫻井幹也議員、

副委員長には千葉良則議員と決定しました。明日６日から１０日までは休会と

して、１１日に再開しますので、よろしくお願いをいたします。以上で本日の

日程を終了しましたので、これをもって散会します。どうもお疲れ様でした。

 

  

（閉 会 午後 ３時２０分）

 


