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開議 午前８時５４分 

    ◎開議の宣告 

〇委員長（中村雅義君） ただいまの出席委員数は９名であります。定足数に達しており

ますので、直ちに予算審査特別委員会を開きます。 

 

    ◎議案第１５号～議案第２１号 

〇委員長（中村雅義君） これから令和３年度各特別会計予算の審査を行います。 

 議案第１６号 令和３年度幌加内町国民健康保険特別会計予算の説明及び質疑を行いま

す。 

 事項別明細書、歳出より説明願います。 

 住民課長。 

〇住民課長（山本久稔君） おはようございます。それでは、国保特会の説明ということ

で、歳出、事項別明細書から参ります。 

 ２１ページ、２２ページをお願いします。歳出、１款１項１目一般管理費、予算額２０

９万６，０００円、対前年比９万８，０００円の増であります。この目につきましては特

に説明ございません。 

 続きまして、２目連合会負担金、予算額４０３万９，０００円、対前年比４，０００円

の減であります。この目についても特に説明ございません。 

 続きまして、２項１目賦課徴収費、予算額９万９，０００円、対前年比５，０００円の

減であります。 

 次のページをお願いします。次の項目に入ります。３項１目運営協議会費、予算額７万

２，０００円、対前年比につきましては前年同額でございます。ここまでについては特に

説明ございません。 

 次のページ、２５ページ、２６ページをお願いします。２款１項１目療養給付費、予算

額１億２５５万２，０００円、対前年比１，７８６万８，０００円の減額。 

 次の目に行きまして、２目療養費、予算額３１万４，０００円、対前年比５万１，００

０円の減額。 

 その次の目に行きます。審査支払手数料２０万３，０００円の予算、対前年比４万円の

減でございます。 

 その下、２項１目高額療養費、予算額１，８５３万３，０００円、対前年比１７９万５，

０００円の減額。これらにつきましては、１８節及び１１節で全額予算措置ということに

なっております。全てにおきまして、平成３０年度から令和２年度の実績を基に予算を算

出したところでございます。 

 続きまして、２項２目になります。高額介護合算療養費、予算額１０万円。 

 次の３項１目移送費、予算額１万円、ともに前年対比ゼロでございます。説明は特にご

ざいません。 
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 ４項になりまして、１目出産育児一時金、予算額４２万円、対前年比は前年同額でござ

います。１８節になります。出産育児一時金として全額４２万円となりますが、被保険者

の出産に対しまして条例の定めるところにより支給するものでございまして、１件分を予

算計上してございます。 

 ２目審査支払手数料については特にございません。 

 ５項に参ります。次のページをお願いします。５項１目葬祭費、予算額１５万円、対前

年比６万円の増でございます。１８節、葬祭費１５万円でございますが、条例で定めまし

た単価３万円を５件分計上したところでございます。 

 ６項１目傷病手当金、予算額１５万円、対前年比１５万円、皆増でございます。１８節、

傷病手当金１５万円でありますが、昨年、令和２年５月の議会臨時会におきまして傷病手

当の支給に関する条例の議決をいただきまして、条例制定したところでございます。これ

につきましては、国からの交付金１０割を歳入として予算措置しているところでございま

すが、当初この適用期間ですね、これが令和３年３月３１日までとなっておりました。こ

のたび国からの交付金の適用が令和３年６月３０日までということで期間延長されました

ので、後ほど出ますが、歳出及び同額で歳入を予算措置したところでございます。この目、

以上でございます。 

 次のページお願いいたします。３款１項１目国民健康保険事業費納付金、予算額５，３

８６万４，０００円、対前年比２７９万３，０００円の増でございます。１８節になりま

す。一般被保険者医療給付費分４，２７５万９，０００円、対前年比３１５万５，０００

円の増でございます。次の一般被保険者後期高齢者支援金等分７６７万９，０００円です

が、対前年比２６万１，０００円の増でございます。介護納付金分３４２万６，０００円

ですが、対前年比６２万３，０００円の減でございます。これらの納付金につきましては、

道からの算定通知によりまして予算の計上を行っておりますが、平成２８年、平成２９年

分の各給付金等の精算が令和２年度から４年間で行うこととされておりまして、今年度に

おきましてもこれら精算金を含んでいるところでございます。このページ、以上でござい

ます。 

 次のページに参りまして、４款１項１目財政安定化基金拠出金、予算額１，０００円、

前年同額でございます。特に説明はございません。 

 次のページ、３３ページ、３４ページになりますが、５款１項１目特定健康診査等事業

費、予算額１４０万５，０００円、対前年比６６万円の増でございます。この目の説明も

特にございません。 

 下に参りまして、２項１目保健衛生普及費、予算額２９９万６，０００円、対前年比２

５万６，０００円の減でございます。７節報償費、特定健診継続受診記念品６万３，００

０円でございます。令和元年度より実施しております３年連続の特定健診受診者へ記念品

を贈呈するというものでございまして、令和２年度と同じ１２５名分、単価は５００円に

なりますが、１２５名分を予算計上してございます。その下の健康優良家庭表彰記念品９
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万円でございますが、これは前年同様６世帯分を計上しております。１１節役務費は特に

ございません。１２節委託料のがん検診業務委託料１０９万６，０００円、その下の肺炎

球菌予防接種委託料４万円、１８節の上のほう、インフルエンザ予防接種補助金７０万８，

０００円、これら３つにつきましては特別調整交付金の対象となるため、国保会計におい

て予算しているところでございます。平成２９年度からのそれぞれの実績に基づいて予算

計上したところでございます。同じく１８節の下のほうになります。短期人間ドック補助

金９０万円でございますが、これが過去３年間の実績に基づいて４５名分を予算計上して

いるところでございます。 

 次の目に参ります。次のページお願いします。６款１項１目基金積立金、予算額４万１，

０００円、対前年比３万７，０００円の減でございます。この目については特に説明ござ

いません。 

 次のページ、３７ページ、３８ページに参りますが、７款１項１目利子、このページか

ら次のページお願いします。８款１項１目及び８款２項１目延滞金、ここまでにつきまし

ては科目存置となってございます。特に説明はございません。 

 次のページ参りまして、４１ページ、４２ページになります。９款１項１目予備費、予

算額５０万円、対前年比２１万５，０００円の減でございます。この目につきましても特

に説明ございません。歳出の説明を以上で終わらせていただきます。 

 続きまして、歳入に入りますので、６ページ、７ページをお開きください。６ページ、

７ページになります。歳入、１款１項１目国民健康保険税、予算額３，６１６万６，００

０円、対前年比２１９万８，０００円の増でございます。まず、１節でございますが、医

療給付費分現年課税分で２，６６５万１，０００円、対前年比２６０万２，０００円の増

となってございます。次の２節後期高齢者支援金分現年課税分で６８１万３，０００円、

対前年比２１万１，０００円の増となってございます。次の３節介護給付費分現年課税分

で２５７万２，０００円、対前年比６４万円の減となってございます。これらにつきまし

ては、現年課税分の総額で３，６０３万６，０００円、前年対比２１７万３，０００円の

増となってございまして、道より示されました収納必要額によりそれぞれ予算計上したと

ころでございます。その下の４節から６節に関しましては特に説明ございません。 

 次のページお願いします。２款１項１目傷病手当交付金、予算額１５万円、対前年比１

５万円、皆増でございます。傷病手当交付金１５万円でありますが、先ほど歳出２款６項

１目で申し上げましたとおり傷病手当金に関する支給に対して全額国庫補助金で賄うもの

でございます。このページ、以上で終わります。 

 次のページお願いいたします。３款１項１目保険給付費等交付金、予算額１億３，１９

２万９，０００円、対前年比１，９２８万６，０００円の減でございます。１節普通交付

金１億２，２２８万３，０００円でありますが、歳出２款の保険給付費に対する財源とし

て道から交付されるものでございます。次の２節特別交付金、保険者努力支援分９１万３，

０００円でありますが、レセプト点検の充実強化や特定健診保健指導の受診など医療費の
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適正化等に向けた取組状況を基に算定されました道からの特別交付金でございます。次の

特別調整交付金分２０万円でありますが、災害、その他特別事情等分となってございます。

その下、道繰入金分８２２万９，０００円でございますが、保険者努力支援分と同様に医

療費の適正化等に向けました取組状況を基に算定されまして、道からの特別交付金となり

ます。また、歳出の連合会負担金のうち北海道クラウド負担分として道から特別交付金で

交付されるものでございます。次の一番下になります。特定健康診査等負担金３０万４，

０００円でありますが、特定健診等に対する３分の２の負担金でございます。この目につ

いては以上でございます。 

 次のページお願いいたします。４款１項１目利子及び配当、予算額４万円、対前年比３

万７，０００円の減でございます。この目については特に説明ございません。 

 次のページ、１４ページ、１５ページお願いします。５款１項１目一般会計繰入金、予

算額１，３８４万９，０００円、対前年比８７万９，０００円の減でございます。まず、

上から保険基盤安定（軽減分）３０５万９，０００円でありますが、これは低所得者に対

する軽減対策分で、道が４分の３、一般会計で措置する分が４分の１となってございます。

次の保険基盤安定（支援分）２０６万１，０００円でございますが、これは中間所得層を

中心に保険料負担を軽減するもので、国が２分の１、道が４分の１負担するものでありま

す。これらは、一般会計で受け入れまして、国保会計へ繰入れするものでございます。次、

３行目になりますが、財政安定化支援事業分３９万６，０００円でありますが、これは交

付税で措置される分であります。これにつきましても一般会計で受け入れてございます。

次の出産育児一時金２８万円でありますが、これは単価４２万円、１件分でございます。

これの３分の２を町が負担するということで予算計上してございます。その次の短期人間

ドック補助金９０万円であります。これにつきましては町単費分であります。１件２万円

の４５名分を予算計上しているところでございます。次の事務費になります。６８２万４，

０００円でありますが、歳出、総務費の一般管理分２０９万６，０００円、連合会負担金

分２２５万６，０００円、賦課徴収費分４万９，０００円、運営協議会費分としまして７

万２，０００円、保健事業の特定健診分としまして９３万３，０００円、保健衛生普及費

分としまして１４１万８，０００円のそれぞれの内訳になってございます。一番下になり

ます。単独事業３２万９，０００円でありますが、これは一般会計におきまして医療、福

祉対策として医療費助成、乳幼児や独り親、重度心身障害者の町単費分の事業でございま

す。町で上乗せすることによりまして受給の増加につながり、国保に波及しました負担分

を一般会計から負担することになってございます。 

 下に行きます。２項１目基金繰入金、予算額５３６万７，０００円、対前年比７６万円

の増であります。国保財政調整基金繰入金５３６万７，０００円でありますが、一般被保

険者療養給付費等補填としまして８１万円、前期高齢者交付金等の精算金分としまして３

９６万５，０００円、後期高齢者支援金精算分としまして２３万４，０００円、介護納付

金精算分としまして３５万８，０００円の内訳となってございます。この目は以上です。 
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 次のページお願いします。６款１項１目繰越金、ここから次のページお願いします。１

８ページ、１９ページになります。７款、下の３項１目まで行きます。第三者納付金、こ

こまでにつきましては科目存置となりますので、特に説明ございません。 

 一番下、２目雑入、予算額５万２，０００円、対前年比１万円の減でございます。がん

検診個人負担金５万１，０００円でございますが、歳出５款、がん検診業務委託料の個人

負担分をここで受けるものでございます。 

 これで歳入の説明を終わります。 

 これにて国保特別会計の説明を終わります、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細書、２１ページから質疑を受けます。国民健康保険特別会計歳出、２１ページ、２２ペ

ージについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２３ページ、２４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２５ページ、２６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２７ページ、２８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２９ページ、３０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３１ページ、３２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３３ページ、３４ページについて質疑ありませんか。 

 ３番、中南委員。 

〇３番（中南裕行君） 教えていただきたいのですけれども、インフルエンザ、人間ドッ

クの補助金なのですけれども、一般会計衛生費で見ていた助成金ですか、それは町外でや

って、ここは町立診療所でやった人に対しての補助金という解釈でよろしいのですか。 

〇委員長（中村雅義君） 住民課長補佐。 

〇住民課長補佐（岩本美佐江君） 衛生費のほうでやっているのは国保以外の方、後期高

齢者以外の方、社会保険とか一般の方で、インフルエンザについては、調整交付金のほう

の対象となったので、令和２年度から国保のほうに移動させて国保会計で国保被保険者分

の助成を行っているという形です。 

〇委員長（中村雅義君） そのほかに３３ページ、３４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３５ページ、３６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村雅義君） ３７ページ、３８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３９ページ、４０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ４１ページ、４２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 続きまして、事項別明細書、歳入、６ページから質疑を受けま

す。６ページ、７ページについて質疑ありませんか。 

 １番、中川委員。 

〇１番（中川秀雄君） まず、加入者の状況なのですけれども、前年当初と比較してどう

なるでしょうか。 

〇委員長（中村雅義君） 住民課長。 

〇住民課長（山本久稔君） 加入者でございますけれども、令和３年２月末時点でござい

ます。１９５世帯、３５４名でございます。昨年の２月末ですけれども、１９６世帯、３

５５名ということでございます。 

 以上です。 

〇委員長（中村雅義君） １番、中川委員。 

〇１番（中川秀雄君） 道のほうに移管されてから来年で４年目ですね、３年が過ぎたと

思うのですけれども、どうも保険税の当初予算で組む税額なのですけれども、いわゆる道

のほうから幌加内町の場合はこれだけ払いなさいというふうに今の段階で来ているのかと

思うのです。それで、昨年なのですけれども、そのつもりでいたら、昨年ですと当初が３，

３００万円余り。ただ、いつも６月補正で条例改正も含めてやっていますけれども、その

とき７００万円程度だったか、補正になっているのです。それで、その仕組みが私理解で

きないものですから、今年例えば３，６００万円余りが予算で組まれていまして、今加入

者の状況を聞きますと昨年とほとんど変わりないということですから、このままでいきま

すと、世帯当たりなり個人当たりなりの税額が多少上がるのかなという推測は立ちますけ

れども、去年のように補正でどっと増えますと、また別な状況が出てくるかと思うのです。

それで、６月の補正時点でこの保険税自体が大きく変わり得る要素というのはあるのでし

ょうか。 

〇委員長（中村雅義君） 住民課長補佐。 

〇住民課長補佐（岩本美佐江君） ここに載っている当初予算につきましては、道で示し

ている、これだけ集めないと納付金の道に払う分を賄えないという金額なのですけれども、

６月の補正のときには前年度の皆さんの所得が賦課されて確定した後に税率を確定します

ので、そうなってくるとこれより下にはできないので、必ず少しは増やしていただくとい

う額に設定して税率を決めるのです。それで、賦課した額で補正をかけるので、多少増え

る形になります。昨年度は、前年度の所得が高くて、皆さんの総所得が倍とは言いません
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けれども、やや倍ぐらいになっていたので、その分が皆さんに税率として掛けられてくる

ので、実際収入してくる額というのが上がって補正が高くなっているという形です。今年

度、３年度については、今皆さん昨年の確定申告等されていると思うのですけれども、そ

ちらの関係で税率等がどうなってくるか、これだけ集める額に対して税率をどれだけにす

るかというのをこれから確定後に決めなければいけないので、下がることはないのですけ

れども、皆さんの所得によって多少は上がる形の補正額になると思います。 

〇委員長（中村雅義君） そのほかに６ページ、７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ８ページ、９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １０ページ、１１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １２ページ、１３ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １４ページ、１５ページについて質疑ありませんか。 

 ８番、小関委員。 

〇８番（小関和明君） お尋ねさせていただきます。 

 繰入金のところの部分でそれぞれ一般会計、それから基金繰入金と、こういう繰入金の

金額が出ているのですけれども、先ほども説明は受けましたけれども、金額というよりも、

このパーセントはどの程度で捉えての数字なのか、ここら辺を教えていただきたいと思い

ます。 

〇委員長（中村雅義君） 住民課長。 

〇住民課長（山本久稔君） すみません。パーセントというのは、何に対してのという解

釈をしたらよろしいのでしょうか。 

〇委員長（中村雅義君） ８番、小関委員。 

〇８番（小関和明君） 繰入れの金額は数字を計算されていて、それぞれ一般会計からも

項目においてこれだけを繰入れしますよという数字は出ていますけれども、この数字に値

するパーセントがあるならば、そのパーセントを教えていただきたい。それと、一般会計

の繰入金の総体のパーセント、それから何を基にしてのパーセントで数字を出てきている

のか、基金繰入金の何を基にしてパーセントでこの数字が出ているかを教えていただきた

いなと思うのですけれども。 

〇委員長（中村雅義君） 住民課長。 

〇住民課長（山本久稔君） パーセントという概念はないのです。例えば一般会計繰入金

につきましてはルール等がございまして、パーセントといいますか、例えば一番上ですね、

保険基盤安定（軽減分）については道が４分の３、町が４分の１というふうに決めている

ということでございます。支援分についても同じような考え方です。出産育児一時金につ
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いても３分の２を町が負担するということで、項目ごとにそれぞれ決めた率で積算してき

ているということでございます。基金繰入金のほうにつきましては、先ほども説明したの

ですけれども、過去の精算分というのがどうしても翌年度か翌々年に来るものですから、

それにつきましては当該年で集めるのでなくて、過去についても残が出た分については基

金に最後入れますので、翌年に繰り越してからとか、その中の基金で過去の精算分は基金

から出して支払いをするというふうに運用していますので、基金繰入金については過去の

精算分というふうに考えてもらってよろしいかと思います。 

 以上です。 

〇委員長（中村雅義君） そのほかに１４ページ、１５ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １６ページ、１７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １８ページ、１９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもって国民健康保険特別会計予算の質疑を終わります。 

 次に、議案第１７号 令和３年度幌加内町後期高齢者医療特別会計予算の説明及び質疑

を行います。 

 事項別明細書、歳出から説明を願います。 

 住民課長。 

〇住民課長（山本久稔君） それでは、後期高齢者医療特別会計の歳出から参ります。 

 １５ページ、１６ページになります。１５ページ、歳出、１款１項１目一般管理費、予

算額１７万９，０００円、対前年比２，０００円の減でございます。この目については特

にございません。 

 下に行きまして、２項１目徴収費、予算額４万２，０００円、前年同額でございます。

この目についても特にございません。 

 次のページをお願いします。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、予算額３，

４５７万２，０００円、対前年比４９５万円の増でございます。１８節、事務費負担金１

７０万円でありますが、共通経費の市町村負担金でございます。内訳としましては、市町

村均等割が１０９万９，０００円、高齢者人口割が３３万６，０００円、人口割が２６万

５，０００円の内訳となってございます。下のほうに行きまして、保険料等負担金３，２

８７万２，０００円でございます。概要説明のとおりでございますが、対前年比４９８万

８，０００円、１７．９％の増でございます。内訳としまして、被保険者からの保険料の

特別徴収分１，２５７万円、普通徴収分１，０７０万７，０００円、滞納繰越分１，００

０円、保険基盤安定の繰入金９５９万４，０００円となってございます。共に連合会から



 - 75 - 

の通知の金額でございます。この目、以上でございます。 

 次のページへ参ります。３款１項１目後期高齢者健診事業費、予算額６２万５，０００

円、対前年比９万９，０００円の増であります。１２節、健康診査委託料３２万５，００

０円でございます。後期高齢者医療加入者の通常の健診委託料３０名分、それと旭川がん

検診センターで行っております送迎付きの検診委託料を５名分、それぞれ予算計上してご

ざいます。その下の１８節、人間ドック受診助成金３０万円でございますが、１５名分を

予算計上してございます。この目は以上でございます。 

 次のページお願いします。４款１項１目保険料還付金、このページから次のページ、２

３ページ、２４ページになりますが、５款１項１目予備費、ここまでは科目存置でござい

ますので、特に説明はございません。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 続きまして、歳入に入りますので、６ページ、７ページをお開きください。６ページ、

７ページになります。歳入、１款１項１目特別徴収保険料、予算額１，２５７万円、対前

年比１０９万２，０００円の増でございます。現年度分として１，２５７万円となってご

ざいます。 

 その次の目になります。２目普通徴収保険料、予算額１，０７０万８，０００円、対前

年比３９６万７，０００円の増となってございます。現年度分が１，０７０万７，０００

円とあります。これらにつきましては、広域連合から示されました保険料の総額２，３２

７万７，０００円、これを令和２年１１月以降の特別徴収と普通徴収の区分割合、それで

それぞれ振り分けたものでございまして、割合としましては特別徴収が５４％、普通徴収

が４６％としたところでございます。この目の説明、以上でございます。 

 次のページお願いします。２款１項１目一般会計繰入金、予算額１，１８９万６，００

０円、対前年比１万円の減でございます。まず、事務費繰入金２３０万２，０００円でご

ざいます。内訳としまして、町の特別会計事務費分としまして一般管理費１７万９，００

０円に徴収費４万２，０００円の合計で２２万１，０００円、健診事業分としまして広域

連合では受診者に１割の負担を求めているところでございます。本町の場合につきまして

は、従来から基本健診同様に受診者負担ゼロとしてございまして、被保険者の負担相当分

を措置しているもので、８万１，０００円を計上してございます。そのほかに人間ドック

助成分として２０名分を見込んでございます。そのほかに広域連合分の事務費、共通経費

でございますが、これが１７０万円と、これが内訳となってございます。その下の保険基

盤安定繰入金９５９万４，０００円でありますが、これは低所得者等への減額賦課に対す

る繰入金で道が４分の３、一般会計で措置する分が４分の１となっておりまして、道の負

担金につきましては一般会計で受けまして、この後期高齢者特別会計に繰入れするもので

ございます。この目は以上でございます。 

 次のページお願いします。３款１項１目繰越金、このページは特にございません。 

 次のページお願いします。１２ページ、１３ページになりますが、４款１項１目延滞金
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から、その下の２項、引き続き３項１目預金利子、ここまでについては特に説明ございま

せん。 

 ４項１目後期高齢者医療広域連合受託事業収入としまして、予算額２４万４，０００円、

前年対比１，０００円の減でございます。健康審査受託料２４万４，０００円とございま

すが、健康診査受診者、これを前年同様の３０名と見込んで予算計上してございます。 

 続きまして、５項１目雑入でございます。ここにつきましても特に説明はございません。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 これにて後期高齢者医療特別会計の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。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細、歳出、１５ページから質疑を受けます。後期高齢者医療特別会計歳出、１５ページ、

１６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １７ページ、１８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １９ページ、２０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２１ページ、２２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２３ページ、２４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 続いて、事項別明細書、歳入、６ページから質疑を受けます。

後期高齢者医療特別会計歳入、６ページ、７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ８ページ、９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １０ページ、１１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １２ページ、１３ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般の質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもって後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終わります。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３８分 
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再開 午前 ９時４８分 

 

〇委員長（中村雅義君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

 議案第１８号 令和３年度幌加内町介護保険特別会計予算の説明及び質疑を行います。 

 事項別明細書、歳出より説明願います。 

 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（竹谷浩昌君） それでは、事項別明細書、歳出、２３ページ、２４ペー

ジをお開きください。事項別明細書、２３ページ、２４ページですけれども、１款１項１

目一般管理費、このページから次の２５ページ、２目認定調査費、この目については特に

説明はございません。 

 次のページをお開きください。２款１項１目居宅サービス給付費、本年度予算額１，８

５０万円、前年度比６３０万円の減であります。１８節居宅サービス給付費で１，８５０

万円でありますが、対象者１９名、前年度より５名の減にて予算を計上しているところで

あります。 

 次に、２目地域密着型サービス給付費、本年度予算額１億１，３２０万円、前年度比３

８０万円の減であります。１８節、地域密着型サービス給付費で１億１，３２０万円であ

りますが、スマイルホームえん１３名、デイサービス２２名、テルケア２９名にて予算を

計上したところであります。 

 次に、施設サービス給付費、本年度予算額８５０万円、前年度比１１０万円の減となっ

ております。１８節の施設サービス給付費で８５０万円でありますが、特養３名を予定し、

予算を計上したところであります。 

 次に、４目福祉用具購入費、本年度予算額２２万７，０００円、それから次の５目住宅

改修費、本年度予算額３３万８，０００円、これにつきましては前年同額でありますので、

特に説明はございません。 

 次に ６目居宅サービス計画給付費、本年度予算額４００万円、前年度比５０万円の減

であります。１８節の居宅サービス計画給付費で４００万円でありますけれども、対象者

１３７名、前年度より１１名減で予算を計上したところであります。 

 次に、７目審査支払手数料、本年度予算額１６万９，０００円、前年同額でありまして、

特に説明はございません。 

 次に、２項１目高額サービス費、本年度予算額３３０万円、それと次の２目高額医療合

算サービス費４００万円については、前年同額となっておりますので、特に説明はござい

ません。 

 次に、３項１目特定入所サービス費、本年度予算額１，２６０万円、前年度比１３０万

円の減となっております。１８節、特定入所者サービス費で１，２６０万円でありますけ

れども、施設分で１６０万円、地域密着分で１，０４０万円、その他短期入所分で６０万

円を予算計上しているところであります。 
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 次のページをお願いいたします。３款１項１目財政安定化基金拠出金については、科目

存置でありますので、特に説明はございません。 

 次のページお願いいたします。４款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、本年

度予算額８２６万６，０００円、前年度比５６万円の減となっております。１２節委託料、

通所型サービス業務委託料３９２万１，０００円でありますが、月４回、１回２２名の参

加で１２か月分を見込んでおります。次の訪問型サービス業務委託料２００万４，０００

円でありますが、現行ベースで月１４万円の１２か月分が主なものでございます。次の運

動指導士派遣業務委託料１２７万８，０００円でありますが、これについては通所サービ

スのために札幌より理学療法士、言語聴覚士をお招きして、専門的な見地から指導いただ

いてる必要経費を予算計上しているところであります。 

 次に、２目一般介護予防事業費、本年度予算額７８万８，０００円、前年度比１７万１，

０００円の減となっております。この目では、６５歳以上の高齢者を対象といたしており

ますおたっしゃ健診、頭の健康教室、健脚クラブ、口腔機能向上訓練などの介護予防事業

に係る予算を計上しているところでございます。 

 次に、２項１目包括的支援事業費、本年度予算額７４９万３，０００円、前年度比６万

１，０００円の増となっております。１２節で生活支援体制整備事業活動業務委託料３６

０万円でありますが、地域支え合い体制、地域づくり拠点施設による生活支援、この団体

への活動業務委託料として予算を計上しているところであります。北部地区、南部地区、

２か所ということになっております。 

 次のページお願いいたします。２目任意事業費、次の３項１目審査支払手数料、これに

つきましては特に説明はございません。 

 次のページお願いいたします。５款１項１目基金積立金から次のページ、６款諸支出金、

またその次のページ、７款公債費、その次のページ、最後のページになりますが、８款予

備費、ここまでにつきましては特に説明はございません。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入の説明をいたしますので、６ページ、７ペ

ージをお開きください。１款１項１目第１号被保険者保険料、本年度予算額２，９３５万

３，０００円、前年度比６３万円の減となっております。第１号被保険者保険料で２，９

３５万２，０００円でありますけれども、これにつきましては昨年１１月末現在の賦課決

定分、これを算出根拠として５９４名で算出して計上したところでございます。 

 次のページをお願いいたします。２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額２，７

４４万２，０００円、前年度比１１４万円の減となっております。１節、介護給付費負担

金で２，７４４万１，０００円でありますけれども、保険給付費の施設分として９，６１

０万円の１５％、その他分として６，５１３万４，０００円の２０％として予算を計上し

ているところであります。 

 次の２項１目調整交付金、本年度予算額１，３７０万５，０００円、前年度比４５万９，

０００円の減となっております。１節、調整交付金で１，３７０万５，０００円でありま
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すが、保険給付費総額１億６，１２３万４，０００円、この総額の８．５％を調整交付金

として計上しているところであります。 

 次に、２目地域支援事業交付金、本年度予算額４７７万４，０００円、前年度比１２万

３，０００円の減となっております。１節、地域支援事業交付金４７７万４，０００円で

ありますが、介護予防・生活支援事業費の２０％、一般介護予防事業費の２０％、包括的

支援事業費の３８．５％、それから任意事業費の３８．５％と審査支払手数料の２０％、

これらの積み上げにより予算を計上したところであります。 

 次に、４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額２６万１，０００円、前年度比、

同額の２６万１，０００円の増となっております。１節で保険者機能強化推進交付金２６

万１，０００円でありますけれども、これについては高齢者の自立支援、重度化防止、こ

れに関する町の取組に対しまして国の評価指標により算出される交付金であります。２年

度の決定額を今年度予算計上したところであります。 

 次に、５目保険者努力支援交付金、本年度予算額３０万１，０００円、前年度比３０万

１，０００円の増となっているところです。１節、保険者努力支援交付金３０万１，００

０円でありますけれども、介護予防、それから健康づくりに資する取組に対しまして、こ

れも国の評価指標により算出される交付金で、２年度の決定額を同額予算計上したところ

であります。前年度は補正にて対応しておりますので、前年度予算額がゼロということに

なっているところです。 

 次のページお願いいたします。３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額４，３５

３万４，０００円、前年度比１４５万８，０００円の減となっております。１節、介護給

付費交付金で４，３５３万３，０００円でありますが、介護給付費総額の２７％で算出し、

交付金として計上しているところであります。 

 次に、２目の地域支援事業交付金、本年度予算額２２３万１，０００円、前年度比１５

万２，０００円の減となっております。１節、地域支援事業交付金２２３万１，０００円

でありますが、介護予防・生活支援事業費のこれも２７％で交付金を予算計上していると

ころであります。 

 次のページお願いいたします。４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額２，４９

５万９，０００円、前年度比６１万５，０００円の減となっております。１節で介護給付

費負担金２，４９５万８，０００円でありますが、保険給付費施設分の１７．５％、その

他分として１２．５％で負担金の予算を計上したところであります。 

 次に、２項１目地域支援事業交付金、本年度予算額２６１万３，０００円、前年度比７

万９，０００円の減となっております。１節、地域支援事業交付金で２６１万３，０００

円でありますが、介護予防・生活支援事業費の１２．５％、一般介護予防事業費の同じく

１２．５％、包括的支援事業費の１９．２５％、任意事業費の同じく１９．２５％、そし

て審査支払手数料の１２．５％で算出し、交付金を予算計上したところでございます。 

 次のページをお開きください。５款１項１目利子及び配当、これについては特に説明は



 - 80 - 

ございません。 

 次のページをお願いいたします。６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額２，７４

２万１，０００円、前年度比１１万３，０００円の増となっております。１節、介護給付

費繰入金２，０１５万５，０００円でありますが、保険給付費総額の１２．５％で繰入れ

の予算を計上しております。次の事務費繰入金２３８万１，０００円でありますが、歳出

１款総務費の総額を予算計上しているところでございます。次の地域支援事業繰入金２６

１万３，０００円、これについては道費と同じ割合で算出し、計上したところでございま

す。次の低所得者保険料軽減事業２２７万２，０００円でありますが、国２分の１、道４

分の１、町４分の１の負担分を予算計上したところであります。 

 次に、２項１目基金繰入金、本年度予算額３１０万５，０００円、前年度比１７２万９，

０００円の減となっております。１節、介護給付費準備基金繰入金で３１０万５，０００

円でありますが、会計全体の所要額から特定財源を差し引きまして、不足する額、これを

基金から取り崩し繰入れすることとし、予算を計上したところであります。 

 次のページお願いいたします。７款１項１目繰越金でありますが、この目については特

に説明はございません。 

 次のページお願いいたします。８款１項１目第１号被保険者延滞金から２項１目預金利

子まで特に説明はございません。 

 次に、３項１目雑入、本年度予算額７９万５，０００円、前年度比１７万円の減となっ

ております。１節雑入で利用者負担金７９万４，０００円、これについては通所、訪問の

予防事業、その他頭の健康教室などの参加者の利用料の収入を予算計上したところでござ

います。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、３ページ、４ページを説明いたします。３ページ、４ページをお願いいたします。

事項別明細書の総括となります。歳入歳出ともに１億８，０５０万２，０００円とし、収

支のバランスを取っているところであります。 

 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。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細書、歳出、２３ページから質疑を受けます。介護保険特別会計歳出、２３ページ、２４

ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２５ページ、２６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２７ページ、２８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２９ページ、３０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村雅義君） ３１ページ、３２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３３ページ、３４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３５ページ、３６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３７ページ、３８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ３９ページ、４０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ４１ページ、４２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 次に、事項別明細書、歳入、６ページから質疑を受けます。介

護保険特別会計歳入、６ページ、７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ８ページ、９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １０ページ、１１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １２ページ、１３ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １４ページ、１５ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １６ページ、１７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １８ページ、１９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２０ページ、２１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

 １番、中川委員。 

〇１番（中川秀雄君） 直接特会には関係はないかもしれませんが、お尋ねしたいのです

けれども、来年度から、特に特養ホームやら多床室の場合ということで食費の負担が上が

ると。詳しく言えば、第３段階、年収８０万円以上というのが今までもあったようですけ

れども、それを２段階にして、第３段階の１と２にして、２に該当する方というのは年収

で１２０万円超の方だということなのですけれども、その方々の食費負担が月々２万２，
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０００円引き上げられるというようなことを書かれているのですけれども、それで例えば

うちらの施設のテルケアだとか、また近隣の施設に入所されている方何人かいると思うの

ですけれども、これ本当に来年度から適用されるのか。もし適用されるとすれば、うちら

のテルケアに入居されている方で影響を受ける方というのはどの程度になるのかというこ

とを分かればお知らせ願いたいのですが。 

〇委員長（中村雅義君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（竹谷浩昌君） 今の質問についてですけれども、今打合せをさせていた

だいたのですけれども、現状細かい人数等を把握していない状況でございますので、分か

り次第、後ほどお知らせするということでよろしいでしょうか。すみません。よろしくお

願いいたします。 

〇委員長（中村雅義君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもって介護保険特別会計予算の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

再開 午前１０時２２分 

 

〇委員長（中村雅義君） 休憩を閉じて審査を続けます。 

 議案第１９号 令和３年度幌加内町簡易水道事業特別会計予算の説明及び質疑を行いま

す。 

 事項別明細書、歳出より説明願います。 

 建設課長。 

〇建設課長（宮田直樹君） それでは、事項別明細書、歳出、２２、２３ページから説明

させていただきます。１款１項１目一般管理費、本年度予算額５１万円、前年比７，００

０円の減額であります。この目につきましては特に申し上げることはございません。 

 ２目財産管理費、本年度予算額４，３９０万９，０００円、前年比９２９万４，０００

円の増であります。１０節、修繕料、４行目、修繕料１２０万円につきましては通常分、

５行目の特別修繕８３万６，０００円につきましては幌加内市街地西三条橋に添架してお

ります水道管の塗装工事となります。１２節委託料、５行目、地方公営企業法適用基本計

画策定業務委託料２５３万円ですが、平成２７年１月に総務省から人口３万人以上の自治

体について簡水、下水事業について、それぞれ公営企業会計への適用拡大に向けた指導要

請がありました。その後、平成３１年１月に努力義務でありました人口３万人未満の自治

体についても新たに令和５年までに法の適用化に向け取り組むよう再指導、再要請がござ

いました。現情報下におきましては、今回移行せずとも罰則規定はないとのことでござい

ますけれども、下水道事業会計では企業会計に移行していない事業については補助対象外
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となる、それから簡易水道事業におきましても高料金化対策、それから下水道事業におけ

る高資本費対策に係る地方財政措置についても適用化が要件とされている予定であるとの

ことでございます。公営企業会計の適用に要する経費につきましては、公営企業適用債が

１００％充当され、措置期間につきましては平成３１年度から令和５年度までとなってお

ります。移行作業につきましては、３年間は要すると考えまして、基本計画策定業務に係

る予算をこのたび計上させていただいているところでございます。続きまして、６行目、

水道台帳作成業務委託料９７７万４，０００円、これにつきましては一般会計８款の道路

台帳におきましても説明しましたが、道路台帳に合わせ水道、下水道台帳を整備するもの

であります。給排水管に係る情報、それから位置、管種、口径、布設年度や使用者の情報

を台帳にまとめ、水道工事、さらには漏水時にいち早く対応するために整備するものであ

ります。なお、この水道台帳につきましては、令和３年から４年度までの委託期間として

おりまして、隔年９７７万３，５００円の総額１，９５４万７，０００円の委託料を予定

しております。１４節工事請負費、次のページをお開きください。水道メーター器取替え

工事５３２万４，０００円につきましては、計量法に基づく８年に１度の定期更新でござ

いまして、本年度につきましては９５基分の取替えを予定しております。１７節備品購入

費２７万５，０００円、政和、朱鞠内地区で使用しておりますポータブル型の色濁度計１

台の更新に係る経費を計上しております。 

 次のページをお願いいたします。２款１項１目２２節、償還元金で本年度予算額２，９

３７万１，０００円、前年比１５９万５，０００円の減額であります。過疎債分で１，０

２５万７，０３９円、簡水債分で１，９１１万３，９５２円の内訳となっております。 

 ２目２２節、償還利子、本年度予算額３３４万８，０００円、前年比５４万３，０００

円の減額であります。過疎債分で２４万１，８８１円、簡水債分で３１０万５，９６８円

の内訳となっております。 

 それでは、歳入に入りますので、７ページ、８ページをお願いいたします。１款１項１

目工事負担金、本年度予算、前年同額２，０００円、２項１目工事分担金、本年度予算、

前年同額２，０００円で、特に説明はございません。 

 次のページ、９ページ、１０ページをお願いいたします。２款１項１目水道使用料、本

年度予算額２，０６７万８，０００円、前年比２１７万３，０００円の減額であります。

１節現年分としまして、昨年の１０月から令和２年９月までの実績を基に水道使用料とし

まして２，０６７万８，０００円を見込み、基本料金で１，３５３万１３５円、超過料金

で９４４万４，５７６円の９割の収入を見込んでおります。 

 ２項１目諸手数料、本年度予算額、前年同額２，０００円で、特に説明はございません。 

 次のページをお願いいたします。３款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２４６万円、

前年比１６万９，０００円の減額であります。１節、メーター器貸付料で、昨年の実績を

基に２７３万２，８１０円の９割分の収入を見込んでおります。 

 次のページをお願いいたします。４款１項１目他会計繰入金、本年度予算額５，１４９
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万円、前年比６９９万１，０００円の増額であります。１節一般会計繰入金で同額として

おり、繰入れ基準内分としまして１，６６４万５，０００円、基準外としまして３，４８

４万５，０００円の内訳となっております。 

 次のページ、５款繰越金から１７、１８ページ、６款の諸収入までについては特に説明

はありません。 

 １９ページ、２０ページをお願いいたします。７款１項１目１節公営企業会計適用債２

５０万円、これにつきましては歳出１款１項１目で説明しました地方公営企業法の適用基

本計画策定業務委託料の財源を本起債に求めるものでございます。 

 それでは、４ページ、５ページをお願いいたします。事項別明細書、総括です。歳入歳

出それぞれ７，７１３万９，０００円とし、収支のバランスを取っております。 

 なお、３ページに歳入７款で説明しました地方債の補正についてを添付しておりますの

で、後ほどお目通しいただきたいと思います。 

 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。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細書、２２ページから質疑を受けます。簡易水道事業特別会計歳出、２２ページ、２３ペ

ージについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２４ページ、２５ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２６ページ、２７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２８ページ、２９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 続きまして、事項別明細書、歳入、７ページから質疑を受けま

す。簡易水道事業特別会計歳入、７ページ、８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ９ページ、１０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １１ページ、１２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １３ページ、１４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １５ページ、１６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １７ページ、１８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村雅義君） １９ページ、２０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもちまして簡易水道事業特別会計予算の質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第２０号 令和３年度幌加内町下水道事業特別会計予算の説明及び質疑を行

います。 

 事項別明細書、歳出より説明願います。 

 建設課長。 

〇建設課長（宮田直樹君） 事項別明細書、２１ページ、２２ページ、１款１項１目一般

管理費、本年度予算額１１万円、前年比１万２，０００円の減額であります。この目につ

きましては、特に申し上げることはございません。 

 ２目財産管理費、本年度予算額２，６４８万５，０００円、前年比１，２５９万１，０

００円の増額であります。１０節、５行目、修繕料８９万７，０００円につきましては、

通常分としまして３０万円、マンホールの周辺修理としまして３０万円、それから農集処

理施設の自家発電機蓄電池交換で２９万７，０００円の内訳となっております。この蓄電

池の交換につきましては、平成１１年度から使用しており劣化が著しく、電気保安協会か

らも交換指導があったことから、必要経費を計上させていただいております。６行目、特

別修繕料１２３万２，０００円、処理場機械設備のコンプレッサーブロア１台の交換に必

要な予算を計上しております。１２節委託料、５行目、地方公営企業法適用基本計画策定

業務委託料２５３万円につきましては、簡易水道事業会計と同様でございますので、説明

を省略させていただきます。また、６行目の下水道台帳作成業務委託料３３７万円につき

ましても、道路台帳、簡水台帳と同様でありますので、省略させていただきます。７行目、

農集調査診断業務委託料５０１万６，０００円、これにつきましては平成３０年度に策定

しました農業集落排水施設の最適整備構想に基づきまして、令和５年度から機能強化事業

に向けての前段階の調査診断として業務委託を発注するものであります。１４節、農業集

落排水処理場高圧ケーブル入替え工事１８７万円につきましても、老朽化のため電気保安

協会より入替えの指導があったことにより必要経費を計上しております。 

 ２３ページ、２４ページをお願いいたします。３目浄化槽管理費、本年度予算額２，７

８９万４，０００円、前年比３２１万１，０００円の増額であります。１０節、特別修繕

料２２４万４，０００円につきましては、ブロア本体４０台分の交換経費を計上しており

ます。１１節、合併処理浄化槽点検手数料、１４１万１，０００円、法定検査に係る１７

７基分の検査手数料としております。１２節、合併処理浄化槽保守点検業務委託料１，２

１１万３，０００円、これにつきましては１８０基分の保守点検に係る経費を計上してお

ります。１４節、合併処理浄化槽設置工事として新規に設置希望があった場合に対応する
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ために７人槽２基分、それから１８人槽１基分で合計１，１９５万７，０００円を計上し

ております。 

 次のページをお願いいたします。２款１項１目元金、本年度予算額２，９０２万２，０

００円、前年比６９万７，０００円の増額であります。２２節、償還元金としまして同額

を計上しております。過疎債分で７４万８，０００円、下水道債分で２，８２７万４，０

００円の内訳となっております。 

 ２目利子、本年度予算額４１２万７，０００円、前年比４６万４，０００円の減額であ

ります。２２節、償還金利子としまして同額、過疎債分で１万３，０００円、下水道債分

で４１１万４，０００円の内訳となっております。 

 次に、３款１項１目予備費、次のページにつきましては科目存置でございますので、特

に説明はありません。 

 それでは、歳入に移りますので、８ページ、９ページをお願いいたします。１款１項１

目浄化槽使用料、本年度予算額９２７万３，０００円、前年比６３万１，０００円の減額

となっております。１節現年度分、浄化槽使用料としまして９２７万２，０００円を見込

み、昨年度の実績を基に１，０３０万２，０００円の９割の収入を見込んでおります。 

 ２目下水道使用料、本年度予算額１，４４１万９，０００円、前年比１０４万２，００

０円の減額となっております。１節現年度分、下水道使用料としまして１，４４１万８，

０００円を見込み、前年実績を基に１，６２１万円の９割の収入を見込んでおります。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。２款１項１目他会計繰入金、本年度予算

額４，７８３万６，０００円、前年比９７８万８，０００円の増額であります。１節一般

会計繰入金で同額としており、繰入れ基準内分としまして３，３６７万６，０００円、基

準外分としまして１，４１６万円の内訳となっております。 

 次のページ、３款繰越金から１４、１５ページ、４款諸収入までは特に説明はありませ

ん。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。５款１項１目下水道事業債、本年度予算

額１，３６０万円、前年比５４０万円の増額となっております。個別排水処理施設設備事

業債で１，１１１万円、歳出１款１項３目の１４節工事請負費、合併処理浄化槽設置工事

３基分１，１９５万７，０００円の財源として予定するものであります。２行目、公営企

業債２５０万円は、歳出で説明しました地方公営企業法の適用基本計画策定業務委託料２

５３万円の財源として予定するものであります。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。６款１項１目農林水産費補助金、本年度

予算額２５０万８，０００円、前年比皆増となっております。１節、幌加内地区集落排水

整備事業補助金として同額、歳出の財産管理費でありました農集調査診断業務委託料５０

１万６，０００円の５０％を財源として予定するものであります。 

 以上で収入の説明を終わります。 

 ５ページ、６ページをお願いいたします。事項別明細書、総括、歳入歳出の予算総額を
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それぞれ８，７６３万９，０００円とし、収支のバランスを取っております。 

 ３ページに第２表、債務負担行為、それから４ページに第３表、地方債、それから最後

の２９ページに第３表の現在高の見込に関する調書を添付しておりますけれども、後ほど

お目通しいただきたいと思います。 

 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。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細書、歳出、２１ページから質疑を受けます。下水道事業特別会計歳出、２１ページ、２

２ページについて質疑ありませんか。 

 ３番、中南委員。 

〇３番（中南裕行君） 台帳整備についてお伺いしたいのですけれども、３つ、道路台帳

と下水道、水道という、同じくみんな４年間ですよね。同額になるのですか。同額だとす

れば、おのおの全部合わせると単年度で２，０００万円ぐらい、４年間になると８，００

０万円かかるのですけれども、一般会計の説明の中では道路や水道と合わせてやれば安く

なるというふうにお伺いしたのですけれども、結構な額だなと思うのですけれども、もう

一回説明をお願いします。 

〇委員長（中村雅義君） 建設課長。 

〇建設課長（宮田直樹君） お答えいたします。 

 道路台帳につきましては、令和３年度のみでございます。簡水、下水道につきましては、

作業の関係もございまして、３年、４年の２か年となっているところであります。先ほど

言われましたとおり、水道台帳につきましては各年９７７万４，０００円、２か年で総額

１，９５４万円、下水道につきましては各年３３７万７，０００円の２か年で総額６７５

万４，０００円の内訳となっております。 

〇委員長（中村雅義君） 町長。 

〇町長（細川雅弘君） 補足で説明させていただきます。 

 今回の上下水道の公営企業法の適法化、これは先ほど説明あったように人口３万人未満

も義務化されたところでございます。そういった中で、私どものような小さな町では、こ

れだけの投資をしても受益者といいますか、町民にとっては何にも変わらないわけです。

水の質もよくなるわけでもないですし、下水道の質もよくなるわけではないということで、

先般音威子府の村長と電話で面談をいたしまして、何とかならないものかねというふうな

相談をさせていただきました。そんな中で、法に定められたことではあるのですけれども、

管内でいえば私どもとか音威子府村、あるいは占冠村、そういったところは時間を見て少

し声を出そうかと、そんな打合せもしておりますので、また結果が出たらご報告したい。 

〇委員長（中村雅義君） そのほかに２１ページ、２２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２３ページ、２４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村雅義君） ２５ページ、２６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２７ページ、２８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 続いて、事項別明細書、歳入、８ページから質疑を受けます。

下水道事業特別会計歳入、８ページ、９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １０ページ、１１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １２ページ、１３ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １４ページ、１５ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １６ページ、１７ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １８ページ、１９ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもって下水道事業特別会計予算の質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１０時５０分 

 

〇委員長（中村雅義君） 休憩を閉じて審査を続けます。 

 議案第２１号 令和３年度幌加内町奨学資金特別会計予算の説明及び質疑を行います。 

 事項別明細書、歳出より説明をお願いします。 

 教育次長。 

〇教育次長（内山 渉君） まず、奨学資金特別会計の説明に入る前に、昨日一般会計歳

出、教育費に関する中南委員からのご質問でお答えを保留にさせていただいておりました

ＮＨＫ受診料に関して小中学校の予算措置がない理由についてお答えさせていただきます。 

 ＮＨＫ受診料については免除規定がございまして、小中学校を含む、いわゆる義務教育

諸学校については全額免除の対象になっているところでございます。したがって、予算措

置は必要としておりませんので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、奨学資金特別会計の説明をさせていただきます。事項別明細書、１８ページ、
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１９ページ、歳出のほうからご説明させていただきます。１款１項１目奨学資金、本年度

４２０万円、前年比較１８万円の増であります。２０節貸付金４２０万円の内訳ですが、

継続が１名、これは専門学校の１名でございます。あと新規７名の計８名分の予算となっ

ております。また、平成２５年から入学支度金についても貸し付けておりまして、申込み

多数により予算に不足が生じた場合には補正により対応いたしますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 次のページをお願いします。２款１項１目基金積立金、本年度１万２，０００円、前年

比較１，０００円の減でございます。２４節積立金ですが、寄附金を原資として積み立て

るものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の説明を行いますので、７ページ、８ページ目、お願いいたします。歳入、

１款１項１目一般会計繰入金、本年度、前年同額の１，０００円でございます。１節一般

会計繰入金１，０００円ですが、科目存置として計上しております。 

 次に、２項１目基金繰入金、本年度２４７万９，０００円、前年比較４５万円の増であ

ります。１節基金繰入金２４７万９，０００円ですが、貸付金と返還金との差に不足が生

じる場合、基金から繰入れし、歳入歳出のバランスを取っているものでございます。 

 次のページお願いいたします。２款１項１目返還金、本年度１７１万円、前年比較２７

万円の減でございます。返還金１７１万円ですが、８名分として内訳については大学分が

３名、専門学校分が２名、高校分が３名となっております。 

 次のページお願いいたします。３款１項１目寄付金、本年度、前年度同額の１万円でご

ざいます。この目については特に説明はございません。 

 次のページお願いいたします。４款１項１目基金利子、本年度２，０００円、前年比較

１，０００円の減でございます。基金利子２，０００円ですが、基金の積立金の利息とし

て収入するため計上しております。 

 次のページお願いいたします。５款１項１目繰越金、本年度、前年同額の１万円でござ

います。この目については特にご説明はございません。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、事項別明細書、総括、４ページ、５ページをお願いいたします。事項別明細書、

総括でございます。歳入歳出ともに４２１万２，０００円とし、歳入歳出のバランスを取

っているものでございます。 

 なお、３ページに第２表、債務負担行為を掲載しておりますので、後ほどお目通し願い

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。 

〇委員長（中村雅義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。事項別明

細書、１８ページから質疑を受けます。奨学資金特別会計歳出、１８ページ、１９ページ

について質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ２０ページ、２１ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 続きまして、事項別明細書、歳入、７ページから質疑を受けま

す。奨学資金特別会計歳入、７ページ、８ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） ９ページ、１０ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １１ページ、１２ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １３ページ、１４ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） １５ページ、１６ページについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） これをもって奨学資金特別会計予算の質疑を終わります。 

 以上で全会計の質疑を終了しました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１０時５９分 

 

〇委員長（中村雅義君） 休憩を閉じて審査を続けます。 

 これから議案ごとに順次討論を行います。 

 議案第１５号 令和３年度幌加内町一般会計予算について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第１６号 令和３年度幌加内町国民健康保険特別会計予算について討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第１７号 令和３年度幌加内町後期高齢者医療特別会計予算について討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 
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 次に、議案第１８号 令和３年度幌加内町介護保険特別会計予算について討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第１９号 令和３年度幌加内町簡易水道事業特別会計予算について討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第２０号 令和３年度幌加内町下水道事業特別会計予算について討論ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第２１号 令和３年度幌加内町奨学資金特別会計予算について討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（中村雅義君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案ごと順次採決を行います。 

 この採決は、挙手により行います。 

 まず、議案第１５号 令和３年度幌加内町一般会計予算の件の採決を行います。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決すべきと決定しました。 

 次に、議案第１６号 令和３年度幌加内町国民健康保険特別会計予算の件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第１６号は原案どおり可決すべきと決定しました。 

 次に、議案第１７号 令和３年度幌加内町後期高齢者医療特別会計予算の件を採決しま

す。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第１７号は原案どおり可決すべきと決定しました。 
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 次に、議案第１８号 令和３年度幌加内町介護保険特別会計予算の件を採決します。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第１８号は原案どおり可決すべきと決定しました。 

 次に、議案第１９号 令和３年度幌加内町簡易水道事業特別会計予算の件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第１９号は原案どおり可決すべきと決定しました。 

 次に、議案第２０号 令和３年度幌加内町下水道事業特別会計予算の件の採決をいたし

ます。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第２０号は原案どおり可決すべきと決定しました。 

 次に、議案第２１号 令和３年度幌加内町奨学資金特別会計予算の件を採決します。 

 本案は、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇委員長（中村雅義君） 挙手多数。 

 したがって、議案第２１号は原案どおり可決すべきと決定しました。 

 以上をもちまして本委員会に付託された議案第１５号から議案第２１号までの令和３年

度各会計予算の審査は全て終了いたしました。 

 なお、議長への審査結果報告文につきましては、委員長に一任願います。 

 本委員会は、３月９日本会議で付託されました令和３年度一般会計のほか全７件の予算

を慎重かつ精力的に審査し、本日をもって終了することができました。このことは委員、

説明員各位のご協力によるものであり、厚くお礼申し上げます。予算審査特別委員会とし

ての役割はこれをもって終了となりますが、議決した予算については議会としても責任が

大きいものがあります。行政効果を上げて町民の福祉向上につなげていけるよう、今後の

議会活動に向けて委員皆様のさらなるご活躍を期待し、閉会のご挨拶といたします。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（中村雅義君） これをもちまして予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

閉会 午前１１時０６分 


