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議案第１５号  平成３１年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算 
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議案第１９号  平成３１年度小値賀町下水道事業特別会計予算 

議案第２０号  平成３１年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算 
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開議 10：00                               音声 3/12 

委員長（土川重佳）  おはようございます。 

ただいまから予算特別委員会を開く。 

本日は議案第 14号から議案第 20号までの特別会計 7件についての質疑を行う。 

議案第 14号、平成 31年度小値賀町渡船事業特別会計予算についての質疑を行う。 

 本件についての提案理由の補足説明をお願いする。      総務課長 

総務課長（前田達也） 歳入歳出予算事項別明細書により 6ぺージから説明する。 

 6 ページ歳入。1 款 1 項・はまゆう営業収入は、各目のとおり 1,019 万 4,000 円を計上。

前年度比 223 万 7,000 円の増については、野崎便の利用増を、平成 30 年度の実績である

1,172名を踏まえて 1,000人の増を見込んでいる。それと郵便物航送収入では、前年度にお

いて発覚した日本郵便との受託事業の見直しにより 147万円の増を見込んでいる。同じく 2

項・さいかい営業収入を 213 万 7,000 円計上。105 万 9,000 円増の理由は、定期旅客運賃

の増と、はまゆう同様、郵便物航送収入の増である。 

 2款 1項 1目・渡船事業費国庫補助金を 2,359万 7,000円計上。714万 1,000円減の主な

理由は、前年度において、さいかいのボーリング工事を実施したため補助金が例年より多

かったことが要因である。 

 3款 1項・県補助金を 1,055万 8,000円計上し、同じく 2項・県負担金を 28万 6,000円

としている。 

 4款 1項・一般会計繰入金を 2,422万 8,000円計上。1,458万 7,000円の増は、燃料費の

高騰と、はまゆう建造の起債償還において元金の償還が発生したことによるものである。 

 5款 1項・繰越金を 100万円計上。 

 9ページ、歳出に移る。 

 1款 1項 1目・渡船総務費を各節のとおり 1634万 5,000円計上。145万 3,000円の減は

主に人件費である。2目・はまゆう運航費は各節のとおり 3,003万円を計上。563万 5,000

円の増は燃料費が主なもので、3目・さいかい運航費を各節のとおり 1,370万 9,000円計上。

81万 3,000円の増についても燃料費が主なものである。同じく 2項・営業費を 118万円計

上。 

 2款 1項・公債費 1,005万 6,000円を計上。396万 9,000円の増は、はまゆう建造分の一

般交通事業債の元利償還が平成 31年度より発生するためである。 

 3款・予備費を 68万円計上。 

 以上で説明を終わる。 

委員長（土川重佳） 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・渡船事業収入                   横山委員 

委員（横山弘藏） はまゆうの旅客運賃収入で 1,000 人増という見込みであるが、これは

世界遺産になって、これからまだ増えると思うのだが、この見込みがこれ以上になるとい

うことはないのか。 
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委員長（土川重佳） 総務課長 

総務課長（前田達也） 委員の言うとおり今回 1,000 人の分については、増便で増えた利

用者が今年度の実績として 1,172 名ということになっており、当然、定期便においても利

用者の増はあっており、その分は幾らか増加するということで見込んでいる。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・国庫支出金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・県 支 出 金 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・繰 入 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

第 1款・渡船事業費                松屋委員 

委員（松屋治郎） 1款 1項 2目 11節・需用費。はまゆうの事業収入が対前年 223万 7,000

円の増に対して、燃料費が 501 万 1,000 円増となっている。現在の燃料単価と予算計上の

燃料単価を伺う。また燃料費については、平成 29年が 728万 2,000円、30年が 800万 2,000

円である。この 30 年度というのは 72 便増やしたときである。500 何万増えたということ

は便数も増えるということか。 

委員長（土川重佳） 総務課長 

総務課長（前田達也） 今回の燃料費については、前年度においてはリッター当たり 80円

で計上していた。今回は 130円で計上しており、リッター当たり 50円の単価の増というこ

とで計上している。 

 便数については、特に増便等は見込んでいない。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・公 債 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・予 備 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから歳入歳出全般についてご質疑願う。 横山委員 

委員（横山弘藏） 10ページの渡船事業費。11節・需用費の修繕料 130万について説明を

願う。 

委員長（土川重佳） 総務課長 
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総務課長（前田達也） 通常の修繕料のほかに、来年度についてはプロペラの補修を考え

ており、その分が 50万円ほど増加ということで計上している。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで、議案第 14号、平成 31年度小値賀町渡船事業特別会計予算の質疑を終わる。 

 

次に、議案第 15 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算についての質

疑を行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。       住民課長 

住民課長（尾野英昭） それでは歳入から順次説明する。説明書 7ページ。 

 1款 1項・国民健康保険税、1目・一般被保険者国民健康保険税を各節のとおり 1億 320

万円計上。2目・退職被保険者等国民健康保険税を各節のとおり 3,000円計上し、総額を前

年度当初より 734万 2,000円減額の 1億 320万 3,000円計上している。 

 2款・使用料及び手数料、1項・手数料、1目・督促手数料は存目計上。 

 3款・国庫支出金、1項・国庫補助金、1目・災害臨時特例補助金は存目計上。 

 4款・県支出金、1項・県補助金、1目・保険給付費等交付金は、各節のとおり 3億 5,899

万 8,000円計上。同じく 2項・財政安定化基金支出金、1目・財政安定化基金交付金は存目

計上。 

 5款・財産収入、1項・財産運用収入、1目・利子及び配当金を 1万 1,000円計上。 

 6款・繰入金、1項 1目・一般会計繰入金を、各節のとおり前年度当初より 442万円増額

の総額 3,175万 8,000円計上。同じく 2項・基金繰入金、1目・財政調整基金繰入金は存目

計上。 

 7款 1項・繰越金、1目・一般被保険者繰越金及び 2目・退職被保険者等繰越金は存目計

上。 

 8款・諸収入、1項 1目・町預金利子、同じく 2項 1目・雑入及び 2目・第三者納入金は

存目計上。同じく 4項 1目・延滞金を 2万円計上。 

 歳出では 1 款・総務費、1 項・総務管理費、1 目・一般管理費を、各節のとおり 336 万

2,000円計上。2目・連合会負担金を 22万円計上し、1項・総務管理費の総額を、前年度当

初より 232 万 4,000 円減額の 358 万 2,000 円計上。同じく 2 項・徴税費、1 目・賦課徴収

費を 42万 6,000円計上。2目・納税奨励費を 17万 2,000円計上し、2項・徴税費の総額を、

前年度当初より 20万 6,000 円増額の 59万 8,000円計上。同じく 3 項 1 目・運営協議会費

を 7万円計上。同じく 4項 1目・趣旨普及費を、前年度当初より 2,000円減額の 2万 6,000

円計上。 

 2款・保険給付費、1項・療養諸費、1目・一般被保険者療養給付費を 2億 5,800万円計

上。2目・退職被保険者等療養給付を 5万円計上。3目・一般被保険者療養費を 250万円計
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上。4 目・退職被保険者等療養費を 1 万円計上。5 目・審査支払手数料を 51 万円計上。6

目・レセプト電算処理システム手数料を 20 万 6,000 円計上し、1項・療養諸費の総額を、

前年度当初より 700 万 7,000 円増額の 2 億 6,127万 6,000 円計上。同じく 2 項・高額療養

費、1目・一般被保険者高額療養費を 3,900万円計上。2目・退職被保険者等高額療養費を

1万円計上。3目・高額介護合算療養費を 1万円計上し、2項・高額療養費の総額を、前年

度当初より 291 万円増額の 3,902 万円計上。同じく 3 項・移送費、1 目・一般被保険者移

送費を 80万円計上。2目・退職被保険者等移送費を 8万円計上し、3項・移送費の総額を、

前年度当初より 16 万円増額の 88 万円計上。同じく 4 項・出産育児諸費、1 目・出産育児

一時金を 84万 1,000円計上。同じく 5項・葬祭諸費、1目・葬祭費を 10万円計上。 

 3 款・国保事業納付金、1 項・医療給付費分、1 目・一般被保険者医療給付費分を 8,711

万 6,000円計上。2目・退職被保険者等医療給付費分を 1,000円計上し、1項・医療給付費

分の総額を 8,711万 7,000円計上。同じく 2項・後期高齢者支援金等分、1目・一般被保険

者後期高齢者支援金等分を 3,056万 4,000円計上。2目・退職被保険者等後期高齢者支援金

等分を 1,000円計上し、2項・後期高齢者支援金等分の総額を 3,056万 5,000円計上。同じ

く 3項・介護納付金分、1目・一般被保険者介護納付金分を 1,070万 3,000円計上。2目・

退職被保険者等介護納付金分を 1,000円計上し、3項・介護納付金分の総額を 1,070万 4,000

円計上。 

 4 款 1 項・保健事業費、1 目・保健衛生普及費を 10 万 2,000 円計上。同じく 2 項・健康

管理センター事業費、1目・施設管理費を各節のとおり 138万 3,000円計上。2目・保健指

導事業費を各節のとおり 635万 6,000円計上し、2項・健康管理センター事業費の総額を、

前年度当初より 40万 6,000円減額の 773万 9,000円計上。 

 5款 1項 1目・特定健康診査・特定保健指導費を、各節のとおり前年度当初より 8万円減

額の 969万 2,000円計上。 

 6款 1項・基金積立金、1目・財政調整基金積立金を、前年度当初より 7,000円増額の 1

万 1,000円計上。 

 7款・諸支出金、1項・償還金及び還付加算金、1目・一般被保険者償還金を 1万円計上。

2 目・退職被保険者等償還金を 1 万円計上。3 目・一般被保険者保険税還付金を 11 万円計

上。4 目・退職被保険者等保険税還付金を 1,000 円計上し、総額を前年度当初より 582 万

9,000 円減額の 13 万 1,000 円計上。同じく 3 項・繰出金、1 目・直営診療所施設勘定繰出

金を、前年度当初より 440万円減額の 4,130万円計上。 

 8款 1項 1目・予備費を、前年度当初より 5万 9,000円増額の 24万 6,000円計上。 

 以上で説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 

 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・国民健康保険税                  浦 委員 

委員（浦 英明） この保険税が、29年度において 6名の 150件、約 580万円の不納欠損
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を出していたが、今後 3年間、こういうふうな不納欠損が出てくるということはないのか。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 過去において執行停止にかけたものもないので、町民税、固定資

産税も含めて国民健康保険税が不納欠損する予定は、3年後まではない。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             横山委員 

委員（横山弘藏） 700万余りの保険税が減額になっているが、これの主な要因について説

明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） この国民健康保険税の予算の立て方としては、歳出のほうの保険

給付費とか国保事業納付金、あるいは保健事業費、歳出全般を計上した後に、歳入の県支

出金、財産収入それぞれを引いた残りが国民健康保険税というわけであるが、実際に今は

確定申告中であり、所得が確定する 6 月にならないと保険税が確定しないので、予算上は

あくまでも 700 万の減額ということであるが、確定したら補正で対応させてもらえたらと

思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

 第 2款・使用料及び手数料 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・国庫支出金               浦 委員 

委員（浦 英明） これは 29年度では 1億 4,513万 7,000円あったのだが、県に統一され

たためになくなったものと思うが、この災害臨時特例というのはどういうものがあるのか。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 災害臨時特例補助金というのは、東日本大震災に伴って国保被保

険者への保険税あるいは一部負担金の免除措置等を実施した場合に発生する補助金である。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） 小値賀町で該当するということはないのか。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 東日本大震災の被災者等が転入しない限りは発生しないと思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・県 支 出 金          浦 委員 

委員（浦 英明） 2項の財政安定基金支出金が存目設置となっているが、大体どのくらい

くる予定なのか。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 現在のところ入る予定はない。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 



6 

 

委員長（土川重佳） 第 5款・財 産 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・繰 入 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 7款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 8款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・保険給付費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・国保事業納付金 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・保険事業費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・特定健康診査・特定保健指導費 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・基金積立金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 7款・諸 支 出 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 8款・予 備 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから歳入歳出全般についてご質疑願う。   議  長 

議長（立石隆教） 先ほど気になる答弁があったので確認をしておく。 

 「3年間不納欠損は生じないだろう」という答弁だったが、例えば時効が成立するケース

があるかもしれない。それが「ない」と言っているのかどうかということと、突然身寄り

のない人が亡くなって、そしてその管轄する財産もないというような状況になった場合に

おいては不納欠損もあり得ると思うのだが、「3年間はない」ということで言ってしまって

いいのかなというのは思う。そのことについて改めて伺う。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 先ほどの私の答弁で、執行停止にかけたものがなかったので、そ

れについて「3年間はない」ということを申し上げて、議長が言う生活保護になったり、行

方不明になったり、事故になったりとか、そういうことで発生する可能性はある。 
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委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで議案第 15 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終わ

る。 

 次に、議案第 16 号、平成 31 年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算についての

質疑を行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。        住民課長 

住民課長（尾野英昭） それでは歳入から順次説明する。説明書 6ぺージ。 

 1款 1項・後期高齢者医療保険料、1目・特別徴収保険料を 1,472万 6,000円計上。2 目・

普通徴収保険料を 631 万 4,000 円計上し、総額を、前年度当初より 11 万 4,000 円減額の

2,104万円計上。 

 2 款・使用料及び手数料、1 項・手数料、1 目・証明手数料、2 目・督促手数料は存目計

上し、総額を 2,000円としている。 

 3款 1項 1目・寄附金は存目計上。 

 4款・繰入金、1項・一般会計繰入金、1目・事務費繰入金を 686万 6,000円計上。2 目・

保険基盤安定繰入金を 1,505 万 4,000 円計上し、総額を、前年度当初より 214 万 6,000 円

減額の 2,192万円計上。 

 5款 1項 1目・繰越金は存目計上。 

 6 款・諸収入、1 項・延滞金加算金及び過料、1 目・延滞金、2 目・過料はそれぞれ存目

計上し、総額を 2,000円計上。同じく 2項・償還金及び還付加算金、1目・保険料還付金を

2万円計上。2目・還付加算金を 1万円計上し、総額を 3万円計上。同じく 3項 1目・預金

利子は存目計上。同じく 4 項 1 目・受託事業収入を、前年度当初より 4 万円減額の 239 万

9,000 円計上。同じく 5 項・雑入、2 目・弁償費、3 目・違約金及び延納利息、4 目・小切

手未払い資金組入れ、5目・雑入は、いずれも存目計上。 

 歳出では 1款・総務費、1項・総務管理費、1目・一般管理費を、各節のとおり前年度当

初より 1 万 1,000円減額の 145 万 6,000円計上。同じく 2 項 1 目・徴収費を前年度当初同

額の 8 万 9,000 円計上。同じく 3 項 1 目・健康診査費を、前年度当初より 3 万 9,000 円減

額の 134 万 9,000 円計上。同じく 4項 1目・保健事業費を前年度当初より 3 万 4,000 円増

額の 228万 3,000円計上。 

 2款・分担金及び負担金、1項 1目・広域連合負担金を前年度当初より 228万 4,000円減

額の 4,019万 3,000円計上。 

 3款・諸支出金、1項・償還金及び還付加算金、1目・保険料還付金を 2 万円計上。2目・

還付加算金を 1万円計上し、総額を 3万円計上。 

 以上で説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 
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 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・後期高齢者医療保険料 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・使用料及び手数料 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・寄 附 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・繰 入 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・分担金及び負担金        松屋委員 

委員（松屋治郎） 2 款 1 項・広域連合負担金が 228 万 4,000 円減となっている。それで

平成 28 年度は後期高齢者が 734 人、29 年度が 730 人、30 年度が 696 人である。31 年度

は何人で計算したのか。 

委員長（土川重佳） 住民課長 

住民課長（尾野英昭） 31年度は 680人で計算している。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・諸 支 出 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから歳入歳出全般についてご質疑願う。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで、議案第 16 号、平成 31 年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算の質疑を

終わる。 

 住民課長、お疲れさまでした。 

 しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 前  10 時 39 分 ― 

― 再 開  午 前  10 時 48 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 
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 次に、議案第 17 号、平成 31 年度小値賀町介護保険事業特別会計予算についての質疑を

行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。      福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） それでは、歳入歳出予算事項別明細書により歳入から順次説

明する。7ページから。 

 1 款・保険料、1 項・介護保険料、1 目・第 1 号被保険者保険料は、平成 30 年度と比較

して 300 万円程度減額となっているが、これは保険料負担の軽減強化によるもので、特別

徴収分と普通徴収分を合わせて約 1,200人分で算出し、5,467 万 3,000 円を計上している。 

 3 款・使用料及び手数料、1 項・手数料は、1 目・総務手数料、2 目・督促手数料いずれ

も存目計上。 

 4款・国庫支出金、1項・国庫負担金、1目・介護保険給付費負担金 6,151万 4,000円は、

介護保険給付費に対する国庫負担率に基づき、居宅サービスについては 20%で、施設サー

ビスについては 15%で計上。2項・国庫補助金、1目・調整交付金 3,986万 9,000円は、介

護保険給付費見込額と過去の実績を加味した額の調整交付金見込率 11%で計上。2 目・地

域支援事業交付金（介護予防事業）445万 9,000円は、一般介護予防分の基準額 487万 8,000

円と、介護予防事業分の基準額 1,296 万円に国庫負担率 25%を乗じて計上。3 目・地域支

援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）371 万 6,000 円は、包括的支援事業分基準額

522万9,000円と任意事業分基準額233万円と生活支援サービス体制整備事業分基準額185

万 2,000 円にそれぞれ国庫負担率 39.5%を乗じて計上しており、2 項・国庫補助金の額を

4,804万 4,000円としている。 

 5款・県支出金、1項・県負担金、1目・介護給付費負担金 5,628万 8,000 円は、国庫負

担金と同様に、介護保険給付費見込額に対し規定の県負担率に基づき居宅サービスについ

ては 12.5%で、施設サービスについては 17.5%で計上。 

 8 ページ。3 項・県補助金、1 目・地域支援事業交付金（介護予防事業）222 万 9,000 円

は、介護予防生活支援事業分基準額 1,296 万円と一般介護予防事業分基準額 487 万 8,000

円に、県負担率 12.5%を乗じて計上し、2目・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業）185万 7,000円は、包括的支援事業分基準額 522万 9,000円と任意事業分基準額 233

万円と生活支援サービス体制整備事業分基準額 185 万 2,000 円に、それぞれ県負担率

19.75%を乗じて計上しており、3項・県補助金の額を 408万 6,000円としている。 

 6款 1項・支払基金交付金、1目・介護給付費交付金を 1億 148万 9,000円計上。2目・

地域支援事業支援交付金 517万 3,000円の計上は、2号被保険者の負担分で、1項・支払基

金交付金の額を 1億 662万 2,000円としている。 

 7款・繰入金、1項・一般会計繰入金、1目・介護給付費繰入金 4,530万 8,000円を計上。

2目・地域支援事業繰入金（介護予防事業）222万 9,000円を計上。3目・地域支援事業繰

入金（包括的支援事業・任意事業）185 万 9,000 円を計上。4 目・その他一般会計繰入金

397万 9,000円を計上。5目・低所得者保険料軽減繰入金 383万 7,000円の計上は、一般会
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計で一旦受け入れた保険料第一段階から第三段階の軽減分で、1項・一般会計繰入金の額を

5,721万 2,000円としている。 

 9ページ。2項・基金繰入金 1,100万円計上は、介護保険給付費準備基金を取り崩し、介

護給付費の財源に充てるものである。 

 8款・財産収入、1項・財産運用収入は介護保険給付費準備基金利子で 1,000円計上。 

 9款・諸収入、1項・延滞金、加算金及び過料は、延滞金として 1万円計上。2項・預金

利子は存目設置。4 項・雑入は、各目のとおり 2 万 7,000 円計上。5 項・サービス収入、1

目・予防給付費収入 117 万 9,000 円計上は、介護予防サービス計画作成に伴うもので、地

域包括支援センターへ給付されるものである。 

 10ページ。11款 1項 1目・寄附金 1,000円計上は存目計上。 

 12 款 1 項・繰入金、1目・前年度繰越金 100万円は、前年度からの繰越金を見込計上し

ている。 

 11ページから歳出に移る。 

 1款・総務費、1項・総務管理費、1目・一般管理費は、12節・役務費でインターネット 

通信費 76 万 5,000 円、14 節・使用料及び賃借料で介護保険システム利用料 261 万円が主

なもので、各節のとおり 388 万 6,000 円を計上。2 項 1 目・賦課徴収費 4 万 2,000 円は、

保険料徴収事務に係る経費を計上。3 項 1 目・介護認定審査会費 153 万 3,000 円は、介護

認定審査に係る経費で、19 節・負担金、補助及び交付金の佐世保市小値賀町介護認定審査

会本町負担金 150万円が主なものである。 

 12ページ。2目・認定審査等費 127万 2,000円は、12節・役務費の主治医意見書作成手

数料 78万 3,000円と 13節・委託料の訪問調査委託料 34万 6,000円が主なもので、3項・

介護認定審査会費の額を 280 万 5,000 円としている。5 項 1 目・計画策定委員会費は、策

定委員会の開催の必要がないので廃項としている。 

 2款・保険給付費、1項 1目・介護サービス等諸費 3億 9,520万円の計上は、要介護 1以

上の認定を受けた被保険者が受ける各種の介護サービスに対する介護保険給付費である。 

 13 ページ。2 項 1 目・介護予防サービス等諸費 508 万円の計上は、要支援と認定された

被保険者が受けることができる在宅での介護サービスに対する介護保険給付費である。3

項・その他諸費、1 目・審査支払手数料 27 万円の計上は、審査支払処理手数料である。4

項・高額介護サービス等費、1目・高額介護サービス費 1,020万円の計上は、要介護者の介

護サービスに係る利用者負担金の 1カ月の合計額が一定量を超えた場合に支給するもので、

その費用分を見込んでいる。2目・高額介護予防サービス費 4万円計上は、同じく要支援者

分の見込みを計上している。3目・高額医療合算介護サービス費 100万円計上は、高額医療

費と高額介護サービス費で、それぞれ自己負担限度額を超えた場合に自己負担額が軽減さ

れる制度であり、4項・高額介護サービス等費の額を 1,124万円としている。5項・特定入

所者介護サービス等費、1目・特定入所者介護サービス費 3,600万円の計上は、施設入所者

及び短期施設入所者のうち低所得者について、所得に応じた負担限度額と基準費用額との
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差額分を補足支給するものである。3目・特定入所者介護予防サービス費 36万円の計上は、

同じように要支援者分を見込んでおり、5項・特定入所者介護サービス等費の額を 3,636万

円としている。 

 14 ページ。5 款・地域支援事業費、1 項 1 目・介護予防事業費 2,192 万 3,000 円の計上

は、要支援者の通所介護と訪問介護に係る経費と、介護保険被保険者の全てを対象とした

生活機能の維持、または向上を図るための事業に係る経費で、13 節・委託料 721 万 7,000

円と 19節・負担金、補助及び交付金 1,315万 4,000 円が主なものである。3目・総合事業

費精算金 30万円計上は、住所地特例の要支援者が総合支援サービスを利用した場合の負担

金で、1項・介護予防事業費の額を 2,222万 3,000円としている。2項・包括的支援事業・

任意事業費、1目・包括的支援事業 708万 1,000円の計上は、地域包括支援センターの運営

費と既存の介護サービス以外の多様なサービスを地域で支え合う体制整備のための経費で、

主なものは、生活支援コーディネーターの人件費に係る 1節・報酬 76万 8,000円、7節・

賃金 74万 4,000円と 13節・委託料 383万 1,000円である。5目・任意事業費 263 万円の

計上は、13 節・委託料の要介護認定を受けている方の配食サービス事業委託 86 万 4,000

円と 20節・扶助費の重度要介護者の家族に対する介護用品支給費の 102万円が主なもので

ある。6 目・介護予防サービス計画費 53万 1,000円の計上は、社会福祉協議会に委託して

いる要支援者のケアプラン作成の委託料で、2項・包括的支援事業・任意事業費の額を 1,024

万 2,000円としている。 

 6款 1項・基金積立金 1,000円は存目計上。 

 7款・諸支出金、1項 1目・償還金 1,000円は存目計上。4目・還付加算金 3万円計上し、

1項・償還金の額を 3万 1,000円としている。 

 以上で説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 

 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・保 険 料                  浦 委員 

委員（浦 英明） 国保でも聞いたのだが、平成 25 年度に 67 万 2,000 円の不納欠損処理

をしているわけであるが、それからもう 3 年以上過ぎているのだが、今年以降に不納欠損

が出てくるということはないのか。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 介護保険については生活保護者の方もおり、その中で既に死

亡された方がおり、その分については、今後不納欠損するかどうかというのを検討したい

というふうに思っている。時効による不納欠損については、管理マニュアルどおり適正な

事務をして不納欠損が出ないようにしたいと考えているが、先ほど言ったような分につい

ては、少しではあるが不納欠損が出てくることは考えられる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 執行停止後 3 年ということで、そういったのは出てこないということ
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だろうが、生活保護とかそういった突発的なものについては少しあるということであるが、

大体何名の、どのくらいなのか、金額等わかればお尋ねする。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 今現在では 1名おり、3万円程度となっている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・使用料及び手数料 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・国庫支出金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・県 支 出 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・支払基金交付金 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 7款・繰 入 金         浦 委員 

委員（浦 英明） 基金繰入金が、先ほど説明があり、介護給付費に充てるということで

あったが、これは 2 款の 5 項あたりだったか、款と項でわかればそこの充当先をお願いす

る。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 1目の介護保険給付費繰入金については、2款の介護給付費の

ほうに充当している。細かいことはちょっとあれだが 2 款のほうに繰り入れている。それ

から 2目と 3目については 5款の地域支援事業のほうに充当している。4目のその他一般会

計繰入金については、1款・総務費のほうに、それから 5目のほうについても 1款・総務費

のほうに充当している。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 私が聞いたのは、基金繰入金の 1,100 万である。それが 2 款のほうに

大方入るだろうと思うのだが、私の考えでは 2 款 5 項かなと思ったもので、そこの款と項

をお願いするということで尋ねていた。 

委員長（土川重佳） しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 前  11 時 10 分 ― 

― 再 開  午 前  11 時 11 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。             福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 先ほどの答弁は間違っていた。訂正する。 

 介護保険給付費の準備基金の取り崩し 1,100 万については、介護保険事業の財源の不足

している分に充てているので、どこどこに充当しているということではない。 
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委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 8款・財 産 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 9款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 11款・寄 附 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 12款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・保険給付費          浦 委員 

委員（浦 英明） 居宅介護サービス給付費が 6,480 万円、その下の施設介護サービス給

付費が 1 億 8,360 万円となっている。施設のほうは年々増えているが、居宅のほうはその

年によって変わっているようなのだが、内容をどのように捉えているのか尋ねる。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 施設介護サービス給付費については、委員の言うように毎年

少しずつ上がっているが、これは特老、施設入所者分の給付費になるのだが、以前から言

っているとおり介護度が上がれば給付費も上がるということになっており、昨年度から比

べると要介護 4、5が 5名ほど多くなっているので、そういうのも加味して少しずつ上がっ

ていってるのかなと思っている。 

 それと居宅介護サービスであるが、これは要介護 1 から要介護 5 までの、在宅で介護サ

ービスを受ける訪問介護であったり、通所介護であったりとかいうのを受けることになる

のだが、これに関しては、少しずつ在宅でサービスを受ける方たちが減少しているという

こともあり、今後も少しずつ下がっていくのかなというふうに推察している。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） その説明でわかった。 

それで、養護老人ホームのほうには、町長が言ったのか、「待機者はいない」というふ

うなことを言われた。高齢者が増えてるのに、認定者いわゆる施設に入る人がそれほど増

えていないということなのかなと思うのだが、そのことについて尋ねる。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 特老の待機者については、町長も言っているとおり現在のと

ころほぼ待機者がいない状態である。状況からいくと、申請をすればそう待たない感覚で

入れているのだが、ここでいうところ認定者は増えているのだが、認定を受けた人が必ず
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しも介護を受けているというわけではない。最近の傾向だと、認定を受けて短期入所を利

用したり住宅改修を受けたりとか、単発的なことになるので、これが 1 カ月ずっと続けば

給付費も同じように上がる可能性があるのだが、そういう人たちの場合には 1 回使って終

わりとか、そういうことで認定者は増えているが利用者はそう増えていないというところ

で、居宅のほうは伸びていないというふうに思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 我々も 70 過ぎて 75 になると後期高齢者で、お世話になるかもわから

ないので今後どういうふうになるのか、その辺がちょっとわからないのだが、例えば施設

の運営は施設者に聞かないとわからないのだろうが、ピークが大体いつ頃になって、それ

からいつ頃減ってくるのかとかそういったのはわからないのか。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） それはこちらでは難しいところではあるのだが、先ほども言

ったように、今の状況でいくとそう待っていない状況が続いているのは間違いないことで、

逆に特老のほうも、余りにも早く入れ替わりがありすぎてちょっと困っている状況でもあ

るので、そこら辺くらいまでしか私のほうからは言えないところである。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・地域支援事業費 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・基金積立金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 7款・諸 支 出 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから、歳入歳出全般についてご質疑願う。 議  長 

議長（立石隆教） ただいまの浦委員の質問の中で、なかなか答えるのが難しい質問であ

ったが、せっかくグラフと資料をつくってもらった。例えばこの中に後期高齢者あるいは

高齢者の小値賀町における数の推移、例えば過去 10年間からどう推移しているか、これは

減少している。そういう状況の中を示すことによって今のような答えを推理することがで

きると思うので、せっかくつくったなら、そういうのもデータとして上げておいてくれる

と我々も判断しやすいのかなと思ったところである。 

せっかくグラフを出してもらっている。以前、介護サービス等諸費と書いてあるところ

で、施設介護サービスの給付費というのが年々ぐんぐん上がってきているという状況と、

それに反して居宅介護サービスの給付費が下がっているというのは、現状を示しているの

だが、以前に介護サービスの計画をつくるときに、居宅介護中心で小値賀町はやっていく

という施策の姿勢を示していたが、これが逆転をしている。そのことについては施策の方

向性を変えることをしたのか、それとも、あくまでも居宅介護サービス中心であるが、現
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状においてはこれだけ下がっているということなのか。そこを確認しておく。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 施設が 20床増床されたのだが、それに関しては老人クラブで

あったりとか、そういう要望もあり、それとその当時は待機者も 50名ほどいたので、この

待機者を少しでも減らそうということで増床に踏みきったわけであるが、それと国の方針

としても施設から在宅へという流れがあったのだが、その後、「施設の増床もいいですよ」

ということもあったので、先ほども言ったように、待機者が多いというのと、その待機者

を少しでも緩和したいというのもあり、町としても若干の方向転換を図っているが、基本

としてはできるだけ施設よりも在宅で、まだまだ元気で長生きしてもらいたいというのは、

そこの部分は変わっていないと思っている。 

委員長（土川重佳） 議  長 

議長（立石隆教） 気持ちの上では変わっていないが、現状は変わっているということの

ように聞こえる。それでいいのかなと思う。現状が変わるのならば政策を変えてもいいと

私は思うのだが、それでいくのか、あくまでも政策当初に考えたとおりのやり方でいきた

いと考えるならば、このような現状、お金の推移から見ると明らかに違っていることにつ

いて、しっかりと答える、答えを持っていないといけないと思うが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 言われるように相対的な人口は減る傾向にあるという中で、施設が 20

床増床されたことで、それだけ在宅でサービスを受けてきた人が減っているという状況だ

と思う。そういうことで、ちょっと言葉の綾だったのかもしれないが、やはり在宅という

のが、やはり家族に見守られながらやるというのが基本だと思うので、その方向は変えて

はならないのではないかなと思うし、ただ数字的には、先ほども言ったように 20名が固定

して、1カ月にこの保険事業ですると 1人に何十万という金がいるわけであるから、その金

額が施設のほうに移ったということで、余り人数的にも変わっていないと思うので、質は

落とさないようにすべきだと思うし、現場もそういうふうにしてると思う。 

委員長（土川重佳） 議  長 

議長（立石隆教） 言っていることはよく承知している。 

 気持ちと裏腹に現実はという話をしたのは、何を指しているかというと、居宅のほうでや

っていくというのは私もその通りだと思っている。思っているのだが、そこでいくと居宅

に対しての中心的な役割を果たしたのは、社会福祉協議会である。社協のほうがこれだけ

冷え込んでいくと、それまで持ってたマンパワーを縮小しなければいけないみたいなこと

が起きてくると、居宅介護に対しての対応が難しくなるという可能性も出てくる。政策と

いうのはそういうものだと思う。そういうことを考えながら本町はどういうふうにやって

いくのかっていうことについてきちっと方向性を示す。変わったのなら変わろうというこ

とが、私は必要だと思っている。そういうことを加味しての話であるから、社協に対する

考え方も含めて伺う。 
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委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 議長が言われるように、居宅事業については社協が担ってき

たわけであるが、20 床増床したことによって、やはりどうしてもその反動というか、施設

に入らなかった分を居宅でというふうにやってきたわけなのだが、それに代わるものとし

て、現在、相互支援事業を展開している。 

 この事業については、介護保険でやってしまうと介護保険料が上がってしまうので、介

護保険料に頼らない事業ということでやれるようになっているので、社協は介護保険事業

ばかりではなく、そういう相互支援事業であったり生きがいデイサービス等の介護保険で

やらないような事業を今後は展開していって、介護保険料で収益は少し下がっているのだ

が、その部分を補ってもらえればいいのかなということで、町としても社協のほうには補

助金も流しているので、そこら辺も含めて社協と話をしながらやっていきたいと思ってい

る。 

委員長（土川重佳） 松屋委員 

委員（松屋治郎） 過去に、島外の施設に入所していた方が 4、5名いたと思うが、養寿園

ができてからの数はどんな推移なのか。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 現在 11名の方が町外のほうに入所しており、その内、特別養

護老人ホームに入所しているのは 6名となっている。 

 確かな数は把握していないが、私が知っているところでは、島外のほうに入所していた

方が 3名ほどはもう既に戻ってきて、特老に入所している。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             松屋委員 

委員（松屋治郎） 島外施設に入所した方と島内の養寿園等に入所した方の、町の負担は

どんなものか。1人当たり平均。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 基本的には、島外の施設も小値賀町の施設も介護保険給付費

で賄うので変わらない。 

 ちなみに、先ほど 11 名の方が島外にいると言ったが、この方たちの給付費については、

住所地特例ということで、小値賀町には住所はないのだが小値賀町が負担しているという

ことで、今、小値賀町全体の介護給付費の分が 2 億 8,000 万ほどかかっているのだが、こ

の 11名の島外で施設に入っている住所地特例といわれる方は、その約 1割の 2,700万円ほ

どを町が負担しているということになっている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。              

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで、議案第 17号、平成 31年度小値賀町介護保険事業特別会計予算の質疑を終わる。 

 福祉事務所長、お疲れさまでした。 
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 しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 前  11 時 35 分 ― 

― 再 開  午 前  11 時 38 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 次に、議案第 18 号、平成 31 年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算についての質疑を

行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。      建設課長 

建設課長（橋本 満） 議案第 18 号、平成 31 年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算に

ついて説明する。 

 7 ページ。歳入では、1 款・事業収入、1 項・使用料及び手数料、1 目・使用料で、実績

から推測し、2.4%の減収を見込み、5,224万 5,000円を計上。2目・手数料 7万 5,000円を

計上し、1項・使用料及び手数料の総額を 5,232万円としている。同じく 2項・工事収入を

17万 7,000円計上。 

4款・繰入金、1項・一般会計繰入金は、1,300万円減額の 1,830万円を計上。 

 5款 1項・繰越金 100万円を見込んでいる。 

 8款・諸収入、1項・延滞金及び過料、並びに 2項・雑入は存目計上。 

 歳出では、1款・総務費、1項・総務管理費、1目・一般管理費 3,336万 5,000円を計上。

11 節・需用費の光熱水費 632 万 4,000 円、12 節・役務費の水質検査手数料 350 万 9,000

円、15節・工事請負費の小値賀地区配水管布設替工事費 400万円は、丘町地区において老

朽化した配水管の布設替を実施し、安定した水道水の供給を行うための費用を計上してい

る。18 節・備品購入費は柳地区の配水池に設置している残留塩素計が老朽化しており、ま

た、修理部品が製造中止であることから、残留塩素計の更新 75 万 6,000 円が主なもので、

同じく 3 目・消費税を 290 万円計上し、1 項・総務管理費の総額を 3,626 万 5,000 円とし

ている。 

 3款 1項・公債費は、借入を行っている起債の償還方法が元利均等償還によるため、前年

度と同額の 3,513万 5,000円を計上。 

 4款 1項・予備費で前年度並の 40万を計上し、当初予算の総額を前年度比 16.6%、1,430

万円の減額で 7,180万円とする。 

 以上で当初予算の説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 

 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・事 業 収 入                   松屋委員 

委員（松屋治郎） 1目・使用料の 2.4%減の見込みで 128万 9,000円減となっているが、

観光交流人口はそれなりに増えてきてると思う。それでもやはり 2.4%くらい減る可能性が

あるということなのか。その要因をお願いする。 

委員長（土川重佳） 建設課長 
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建設課長（橋本 満） 平成 27年度から 29年度までは徐々に使用料は増えていたのだが、

30 年度で利用量が下がっている。要因としたら、やはり人口減のほうが今は大きいという

こともあると考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・繰 入 金         横山委員 

委員（横山弘藏） この 1,300万の減額の主な要因について説明を願う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 平成 30年度は、六島地区の小型ろ過機の購入事業があった。この

金額が 1,180 万ということで、この分の減額が繰入金の減額ということで主な要因と思わ

れる。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 8款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費         横山委員 

委員（横山弘藏） 9ページ、総務費の 15節・工事請負費が 400万出ているが、配管工事

はずっとさかのぼると、小西町長のときからこの上水道の布設工事が始まっているが、全

国でもこの問題がかなりクローズアップされている。小値賀町において、その見通しにつ

いてわかるところがあれば説明を願う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 小値賀町全体で水道管が約 65 キロある。それで、ここ 10 年で耐

用年数を過ぎる水道管が約 2 キロ強である。そのことについて順次更新をかけていきたい

と考えている。 

 更新に先立っては、やはり耐震性のあるものを今まで導入していなかったので、耐震性

のある管の布設ということで考えている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 2キロ強を替えないといけないということであるが、ほかのところは老

朽化のための布設替は進んでいるのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 小値賀町は下水道が普及している。下水道工事をする際に老朽し

た管も布設替をしているので、ほかの町よりも改良は進んでいる。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 
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委員（今田光弘） 今の問題であるが、全体が 65キロということで、下水道工事に伴って、

年々少しずつ水道管の布設替もやってきたということなのだが、いずれにしても、やはり

耐用年数というのはあってどんどん老朽化していくわけで、その辺が、将来に向かって 65

キロを、かなり費用はかかると思うのだが、上水道だけではないのだがいわゆるストック

マネジメント、その辺についてはしっかりコントロールされているのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まだストックマネジメントまではいっていないが、財産管理台帳

のほうで、それぞれ耐用年数と延長ということで管理している。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 市以上だったか、義務付けられているのは。 

やはり必要な時期になると思うし、これから先、小値賀の全体の財政を考えたときに、

公共施設全て含めてマネジメントは大事だと思うのだが、水道からちょっと離れるかもし

れないが、下水もそのほかも含めて早めにマネジメント計画を立てたほうがいいかなと思

うが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） やはり今後、財政を考える中では、早く老朽度調査、ストックマ

ネジメントを完成させて、毎年平準化したような投資をしていかなければいけないという

ことは考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             横山委員 

委員（横山弘藏） 関連するがその水道管について漏水率というのか、今のところどれく

らいなのか。何か比較する数字があれば説明を願う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 有収率という言葉で言っている。 

 配水した数量で、実際にメーターに入った数量を比較してこの有収率を出すのだが、30

年度見込みで 87.6%、29 年度実績が 86.2%だったので、わずかではあるが漏水調査をして

工事をした結果、向上したと考えている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかったが、何かの基準と比べた場合に優秀なほうのか、もうちょっ

と頑張れということなのか、それとも基準は満たしているということなのか、よければ説

明を願う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 水道職員が 1名の中、ここまで有収率を上げていっていることは、

私的には職員が頑張った結果、優秀だというふうに考えている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） それは十分わかるのだが、比較して、何かそういう基準があれば、そ

れをクリアしているかどうかを聞きたい。 
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委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 私の勉強不足で、今、担当に聞いたところ基準はないそうである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） それに関しては僕も逆にフォローしたいのだが、一般的には 90%くら

いを目指すというのが多いのだが、どうしても人口が狭い小さな町なので、有収率って、

水道の漏水だけじゃなくて、例えば役場の水道使用料は有収率に入らなんですよね。 

（マイクなし「入っている」町長）入っているのか。通常は役所の使っている水道料金は

メーターの料金には入らないのが普通だと思って、僕はそういうふうに理解していたのだ

が、違うのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 公共施設で使っている分も使用料はもらっている。 

 というのが、施設の維持管理費というのがどれだけかかっているのかというのを適正に

管理するためには、それは必要ということで小値賀町では料金を取っている。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 補足するが、入れないところもあるかもしれないが、さっきの計算方

法でいうと、要するに有収率というのは、高い配水池から出した量と実際にメーターで測

って出てきた量の差である。だからそういうところで入れるべきだろうということで、そ

れともう 1 つ、ご存知のように特別会計であるので、一般会計で知らんふりするというわ

けにもいかないのでお金は払っている。 

 基準がないのも、有収率 100%に近いほうがいいのだが、ある程度 90%を超すとなかなか

漏水しているところも見つからないという話も聞くので、先ほど課長も少し洒落を交えて

言ったかもしれないが、これだけの地域であればそこそこの有収率かなと思っているし、

これはもう経費と、それこそ費用対効果の話になると思うので、これ以上有収率を上げる

ために、わざわざ職員を増やすとかそういう必要はないんじゃないかなと思っている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・公 債 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・予 備 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから、歳入歳出全般についてご質疑願う。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 以上で、議案第 18 号、平成 31 年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算についての質疑

を終わる。 

 しばらく休憩する。 
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― 休 憩  午 前  11 時 56 分 ― 

― 再 開  午 後   1 時 26 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 次に、議案第 19号、平成 31年度小値賀町下水道事業特別会計予算について質疑を行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。      建設課長 

建設課長（橋本 満） 議案第 19 号、平成 31 年度小値賀町下水道事業特別会計予算につ

いて説明する。 

 7ページ。歳入では、1款・事業収入、1項・使用料及び手数料で、使用料を前年度比 18

万円増額し 2,907万 5,000円を計上。手数料は 2,000円を計上し、1項・使用料及び手数料

の総額を 2,907万 7,000円としている。 

 2款・国庫支出金、1項・国庫補助金 250万は、笛吹地区の老朽化したマンホールポンプ

の更新を実施する工事費に対する補助金で、対象事業費の 50%を見込んでいる。 

 4款・繰入金、1項・一般会計繰入金は、前年度比 1,208 万円減額の 9,472 万円を計上。 

 5款 1項・繰越金は 100万円を計上。 

 6款・諸収入、1項・延滞金及び過料、並びに 2項・雑入は存目計上。 

 歳出では、1 款・総務費、1 項・総務管理費、1 目・一般管理費を 793 万 1,000 円計上。

同じく 3 目・漁業集落排水管理費は 423 万 5,000 円計上。同じく 4 目・農業集落排水管理

費は 571 万 4,000 円計上。同じく 5 目・公共下水道管理費は 1,856 万 8,000 円の計上で、

また 15節・工事請負費 699万 5,000円は、老朽化した施設の維持管理向上のため、笛吹処

理関連のマンホールポンプ 4 カ所を更新するための工事費、また、笛吹浄化センターにお

いて落雷による火災発生時の通報が懸念されるため、その改善方法として火災検知の受信

機に避雷器を設置する工事費用が主な内容である。同じく 6目・消費税で 72万円計上。同

じく 7 目・合併浄化槽管理費 348 万 5,000 円を計上し、1 項・総務管理費の総額を前年度

比 477万 7,000円減額の 4,065万 3,000円としている。 

 3款 1項・公債費は 709万 7,000円減額の 8,630万円計上。 

 4款 1項・予備費を 34万 7,000円計上し、当初予算の総額を前年度比 8.5%、1,190万円

減額の 1億 2,730万円とする。 

 以上で当初予算の説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 

 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・事 業 収 入             松屋委員 

委員（松屋治郎） 使用料が前年比 18万増えているが、これは接続率だったか、戸数割と

人口割はどんな内容になっているかお願いする。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まず人口割で言うと、31年 2月末現在の人口で計算すると 77.7%、

次に戸数割で計算すると 73.4%となっている。 



22 

 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・国庫支出金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・繰 入 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・繰 越 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費                  浦 委員 

委員（浦 英明） 10ページ、5目の公共下水道管理費の中の 15節・工事請負費で、公共

桝設置工事と先ほど説明のあった笛吹のマンホールポンプ 4 カ所、この場所と工事費を尋

ねる。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まず公共桝については、希望者が出たときにすぐに対応できるよ

うにということで予算取りをしている。 

 次にマンホールポンプの整備更新工事費だが、まず場所が笛吹浄化センターの流入ポン

プ、それから会舎町、これは特老の前にマンホールポンプがあるのだが、この部分だ。そ

れから鮑集所ということで古民家の前に倉庫があると思うが、あの付近にマンホールポン

プがある。それから丘町ということで、小規模なものが笛吹在の墓の近くにあるといった

内容である。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） マンホールの件について、今 4 カ所なのだが笛吹はこの 4 カ所しかな

いのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 笛吹地区には 9カ所あり、今回は 4カ所を工事するものである。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） できればあとの 5カ所の場所も聞きたかったが、もうそれはいい。 

 それで、午前中にも誰かから質問があったと思うが、このポンプとかクリーンセンター、

こういうものが、今後、改修及び更新というような工事が出てくるであろうと思うのだが、

こういうものに関して、中期的、長期的、これは過疎債・辺地債及び長期的には総合計画、

こういったものに示されているが、金額的にアバウトで結構だが大体今後どれくらい見込

まれるのか、そういったものを示してほしい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 
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建設課長（橋本 満） 下水道については、笛吹の公共下水、前方・柳の農業集落排水、

斑・大島の漁業集落排水といった施設がある。これらの施設全てが老朽化をしているとい

うことで、平成 30年度現在、統合する可能性等について研究しているところである。それ

を受けて、統合なのか単独の修繕でいったほうがいいのか、そういったことを、比較の報

告書が来てから皆様にはお知らせしたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） この下水道だけでなくて、今後、改修・更新あるいは建て替え等が待

っているであろう公共施設、そういうものに関しても、中期的、長期的に金額を落として、

町民に説明していかないといかんのかなと思っているので、そういう数字を挙げてほしい

と以前 2 回か 3 回か私も言ったのだが、一度もその数字を挙げてもらっていないので、今

から小値賀町の財政状況がどういうふうになっていくのか、町民もそのあたりを不安がっ

ているところもあるので、そういった中期的、長期的な財政の推移というのは出せないも

のか、尋ねる。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 委員の言われることは大切なことだとわかっており、それで各地

区の公民館であるとか、町の持ち物の体育館とか、老朽度調査というのを平成 29年度から

始めた。平成 30 年度も実施する。そして平成 31 年度もやっていくということで、その調

査結果を受けて今後どういった方向で修繕計画をするのか、または新しく建てたほうがい

いのかということを研究していく予定にしている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             横山委員 

委員（横山弘藏） 同じく 10ページの 7目・合併浄化槽管理費の 15節・工事請負費だが、

合併浄化槽設置工事費 130万円、これはどこの分なのか教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 申し込みがあったときにすぐに対応できるようにということで、

工事請負費を上げている。そのため、今のところ誰の場所というのは決まっていない。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・公 債 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・予 備 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから、歳入歳出全般についてご質疑願う。 末永委員 

委員（末永一朗） 接続率は何十%まで上がっているのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 人口割の接続率は 77.7%、これはあくまでも 31年 2月末の人口で

出している。それから、戸数でいくと 73.4%となっている。 
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委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 次に、第 2表『債務負担行為』(P.4) 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで、議案第 19号、平成 31年度小値賀町下水道事業特別会計予算の質疑を終わる。 

 建設課長はお疲れさまでした。 

 

 次に、議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算についての

質疑を行う。 

 本案について提案理由の補足説明をお願いする。      診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） まず、診療所の当初予算書において間違いがあり訂正をさせ

てもらっている。大変申し訳ない。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書の 6ページから。 

 歳入では、1款 1項・入院収入は、過去の収入実績等を勘案し、1目・国民健康保険診療

報酬収入 96 万円、2 目・社会保険診療報酬収入 48 万円、3 目・後期高齢者診療報酬収入

1,584万円、4目・一部負担金 171万 7,000円、5目・その他診療報酬収入 36 万円、6目・

標準負担額収入 132万 1,000円を計上し、入院収入の総額を 2,067万 8,000円としている。

同じく 2項・外来収入は、入院収入同様過去の実績等を勘案し、1目・国民健康保険診療報

酬収入 4,992万円、2目・社会保険診療報酬収入 1,944万円、3目・後期高齢者診療報酬収

入 1億 1,400万円、4目・一部負担金 3,481万円、5目・その他の診療報酬収入は生活保護

者分の診療収入、事業所健診、予防接種の委託料が主なもので 2,405 万円を計上し、外来

収入の総額を 2億 4,222万円としている。 

 2款 1項・使用料、1目・施設使用料を 5万 9,000円計上。同じく 2項・手数料、1目・

文書料で各種の診断書料として 116万 5,000円を計上。 

 4款 1項・他会計繰入金、1目・事業勘定繰入金で、僻地直診運営分として 4,130万円計

上。2目・一般会計繰入金を 9,800万円計上し、他会計繰入金の総額を 1億 3,930万円とし

ている。 

 5款 1項 1目・繰越金は、前年度繰越金見込額 1,000万円の計上。 

 6款 1項・預金利子は存目計上。2項・受託事業収入、1目・特定健康診査等受託料を 729

万 9,000円計上。3項 1目・雑入は、給食収入や保険外の衛生材料費が主なもので、277万

8,000円を計上。 

 7款 1項・町債、1目・病院事業債は、医療機械器具購入に係る辺地債及び診療所建設に

向けた実施設計業務等に係る辺地債分で、2,750万円を計上している。 

 8ページ、歳出について。 
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 1款 1項・総務管理費、1目・一般管理費で、1節・報酬 2,047万円の計上は、診療所各

業務の嘱託料が主なものである。2節・給料 7,139万 8,000円計上。3節・職員手当等 6,505

万 5,000円計上。4節・共済費 2,353万 2,000円計上。7節・賃金 726万円は、看護・薬局・

厨房・清掃業務等の臨時職員の賃金を計上。8節・報償費 1,716万円の計上は、常勤医師の

負担軽減策として、診療応援及び週末代診の医師に係る診療謝礼及び研修医の宿日直謝礼

を計上。9節・旅費 196万 7,000円計上。11節・需用費 781万 2,000円計上。12節・役務

費は電話料、クリーニング代が主なもので 292万円計上。13節・委託料は、施設の管理・

保守点検料として 164万 8,000円計上。14節・使用料及び賃借料は、各種事務機器のリー

ス料と専門医外来時の船舶の借り上げが主なもので 256万円を計上。18節・備品購入費 33

万 2,000 円計上。19 節・負担金、補助及び交付金は、各種協議会負担金と専門医外来実施

に伴う診療負担金で 580万円計上。27 節・公課費 2 万円を計上し、総務管理費の総額を 2

億 2,793万 4,000円としている。 

 1款 2項・研究研修費は、各節のとおり 39万 7,000円を計上。1款 3項・施設整備費は、

診療所建設に係る設計業務等の委託料で 4,100万円を計上している。 

 2 款 1 項・医業費、1 目・医業用機械器具費 1,233 万 6,000 円の計上は、11 節・需用費

で、医療機器の修理代 35万円計上。12節・役務費 51万 6,000円計上。13節・委託料で、

各種医療機械の保守点検料として 360万 1,000円計上。14節・使用料及び賃借料は、医療

酸素濃縮器のリース料として 447万 9,000円計上。18節・備品購入費は、セントラルモニ

ターと呼ばれる生体情報モニターの購入が主なもので 339万円を計上。2目・医療品衛生材

料費は薬品、衛生材料、検査用試薬及び外注検査料が主なもので 1 億 5,146 万 4,000 円を

計上。3目・寝具費は各節のとおり 51万 8,000円を計上し、医業費の総額を 1億 6,431万

8,000円としている。2款 2項・給食費は、入院患者の給食に係る材料費が主なもので 291

万 6,000円を計上している。 

 3 款 1 項・公債費、1 目・元金を 1,265 万 8,000 円計上。2 目・利子を 33 万 9,000 円計

上し、公債費の総額を 1,299万 7,000円としている。 

 4款・予備費を 143万 8,000円計上している。 

 以上で説明を終わる。 

委員長（土川重佳） これから質疑を行う。 

 歳入から順番に款を追ってご質疑願う。 

 第 1款・診 療 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 2款・使用料及び手数料 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・繰 入 金  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 5款・繰 越 金  
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 6款・諸 収 入  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 7款・町 債  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 歳出に移る。 

 第 1款・総 務 費                 松屋委員 

委員（松屋治郎） 8節・報償費について、先ほど説明もあったが去年よりも 1,156万増と

なっている。そこで、週末等医師派遣人員増をどれほど予定しているのか。それともう 1

つ、給料の医師 2 名、これはこの前の本会議で説明を受けたが 2 名で組んでいるというこ

とでいいのか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） まず、報償費の代診・診療応援医師の謝礼金であるが、昨年

の当初では普通の代診業務しか予算を計上しておらず、現在週 3 日ほど平日の診療応援を

してもらっている。給与の部分との絡みもあるのだが、一応医師 2 名を確保するというこ

とで当初から給与のほうも 2 名で計上しており、万が一、医師 1 名が確保できなかった場

合の用心と言っては何だが、対策として、平成 30年度も途中補正で 2回ほど応援診療謝礼

の分を増やしてもらった経緯があり、医師がもし見つからなかったときのために、今年度、

診療応援の週 3 回分を増やしている。その分が 1,156 万増えたということなので、もし医

師が 1名見つからないときの診療応援分が増えたということで理解してほしい。 

委員長（土川重佳） 松屋委員 

委員（松屋治郎） ということは、医師が 2 名になった場合には、この部分が減るという

ことなのか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） 委員の言うとおりで、もし 2 名体制が確保できれば、まあ幾

分かは応援をいただくこともあるかと思うが、所要の手続きで落とさせてもらうというこ

とになると思う。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 総務費の一番最後 12ページに、診療所の基本設計、実施設計、その他

というのがあるが、基本設計については時間的な問題もいろいろあるかもしれないが、あ

そこにふさわしい、一般の人が想定できないような、例えば今の小中学校の校舎のような

素敵なものができることを目指してプロポーザルをするとか、そういうことは考えている

か。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） こういった設計業務をする際に、どういう設計業務をするか

という、まず入札の方法とかを最初に考えて、いろいろと考えた結果、学校関係について
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は、やはり子供たちが 1 日の半分以上をそこで過ごすということもあり、教員の意見であ

ったりとかを聞いたほうがいいということで、その当時ちょうど私も担当していたので、

プロポーザルという方式を取らせてもらっている。 

 今回、診療所を建設する場合には、そこで憩うというよりもやはり医療がメインになっ

てくるし、できるだけ患者さんも長くいたいという施設ではないし、ただ、快適には過ご

してほしいという感覚はあるが、ある程度そういう形で基本設計と実施設計と分けて、そ

ういった業者を選んだほうがいいのではないかという内部での話になり、一応プロポーザ

ルも検討はしたのだが、今回は基本設計、その後に実施設計をして、やるという形にして

いる。それで、また改めて補正のほうでお願いするかと思うが、諸事情があり今回また当

初予算で基本設計を新たに組ませてもらったということである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 変な話だが基本設計の業務を、多分競争入札になると思うが、そうす

ると、要は一番安く入札したところの意向に沿って建物ができてしまうという基本設計に

なってしまうような気がして、本来であればこっちのイメージ、それはもしかしたら基本

計画以前にあるのかもしれないが、僕が個人的に思うのは、立派な建物、例えばコンクリ

ートじゃなくても木造、木の部分を増やしてもいいんじゃないかとか思っているのだが、

そういう意識が反映させられる部分が出てくるのかどうか。そこが気になるところだが、

いかがか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） 今、考えているのは特記仕様書とかで、診療所スタッフを入

れて会議を設けてもらって、ある程度医療スタッフの意見を反映できるようなやり方で、

基本設計に当たってほしいと建設課のほうにもお願いしており、そのようになるというふ

うに思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 確かに長くいていい場所ではないが、逆に入ったからには快適にいた

いということも実際ある。もちろん、診療所で働く方の働きやすい方向で建設するという

のは当然だと思うのだが、やはり入る町民の立場になって町民の意見を伺うというのも、

全員の意見は聞けないと思うが、何か審議会とか協議会とかあるのかわからないが、町民

の意見を聞くということはしているのか。する予定はあるのか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） これは上司とも相談をしなければいけないことだが、建設委

員会みたいなものをしなければいけないのかなと考えているので、また、そういう会議と

いうか話し合いの場が設けられればなというふうには考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

 第 2款・医 業 費                  浦 委員 

委員（浦 英明） 起債のほうで聞こうかなと思ったんだが、ここに地方債が 150 万上が
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っている。14節・使用料で医療機器リース料が 447万 9,000円上がっている。この分がそ

うだろうと思うのだが、この内容について尋ねる。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） 地方債の 150 万円だが、これは医療機器購入事業に係るセン

トラルモニター購入費 319万に対する地方債を充てるということである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） もしかしたらピンぼけの質問になるかもしれないが、給食費なのだが、

7 ページの歳入の部分で見ると、諸収入の中で給食収入というのが 10万 8,000 円ある。歳

出のほうでは、給食費として賄材料費が 240 万円ということで、要は給食費、患者さんか

らいただいている部分では全然賄い切れないという状態で、診療所の中で、給食は自分の

ところでつくらなければいけないという決まりはあるのか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） 諸収入の中にあるのは、例えば患者さんの家族であったりと

か、職員の給食の部分がそこに入ってくるので、入院患者さんの食料費になるというのは、

入院収入の 6 目の標準負担額収入というところで入院患者の給食分が入ってくるので、諸

収入にある分については、家族がちょっと食事を出せないかとか、職員がお昼に食べた分

とか、そういう分である。 

 標準負担額収入というのがあるが、これが給食に占める部分である。それで、これも保

険があるので一部負担金の中に個人分で払う分は入ってくるし、保険で見られる分が 6 目

の標準負担額収入というところで入ってくるので、赤字にはなっていないと思う。 

 そして給食を診療所でやらないといけないのかということなのだが、外部にも当然でき

るとは思うが、患者の状態によって、お粥であったりとか、いろいろ料理方法も変わって

くるので、なかなか一人一人に対して、その人の分だけそれをつくるというのも大変難し

いことかなと思うので、とりあえずは内部に給食施設をつくりたいという考えでいる。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 3款・公 債 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 4款・予 備 費  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これから、歳入歳出全般についてご質疑願う。 横山委員 

委員（横山弘藏） 7ページの 4款 1項 2目・一般会計繰入金が、前年度と比較して 3,175

万円上がっている。診療収入は減る一方で、このままいくと一般会計からの繰入金が近い

うちに 1 億を超すんじゃないかと私は予想しているが、今後の診療所のそういう運営費に

ついて、どのように見通しているのか説明を願う。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 
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診療所事務長（近藤 進） まず、一般会計繰入金が 3,100 万くらい増えているが、原因

としては、委員の言うとおり診療収入が減少していることもあるし、今回、基金のほうか

ら 1,500 万円ほど繰入れをしてもらう。その分も一般会計繰入金としてまず上がってくる

ということである。それと、事業勘定繰入金、国庫会計からの繰入れがあるのだが、この

分が 440 万ほど減額するということ。そして、先ほど言ったが医師の報酬で予算を二重に

計上したようになっており、1,100万くらいあったが、その辺を含めると大体 3,000万くら

いの増になるのが今年の原因であり、そのうち僻地診療所への県からの補助金であるとか、

普通交付税分とか、特別交付税に係る分もその中に入れてもらって、実際一般会計から繰

入れをしてもらっているので、純然たる赤字という部分については 1,000 万ちょっとくら

いになっているので、今後大きい事業が続くので、ある程度そういった形で基金からの繰

り入れであったりとか、そういうものが増えてくるかなとは思っているが、通常の業務の

中では何とか経営できるようにしていきたいということで思っており、一般会計繰入金の

中にはそういった内容で盛り込まれているということで、全てが、赤字の分が 9,800 万あ

るというわけではないので、その辺はご理解いただきたい。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             横山委員 

委員（横山弘藏） 確かに、医師の人件費をずっと足していくと数千万になるわけである。

それで、この前の議会でもあったが医師の確保について、今後の見通しについて最近の情

報を説明願う。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） 先般の一般質問の折に、現在要請をしているということで返

事をしたかと思う。その後の経過であるが、うちのほうから長崎地域医療人材支援センタ

ーというところに、そこを通じた形で今回やってもらったので、そこに対して小値賀町と

しては採用の意向があるという返事をして、それをすぐにご本人さんに知らせてもらって

いる。向こうからの返事としては、前向きに考えているということであったので、今しば

らく正式な返事を待ちたい。ただ、辞めるのにすぐ辞めるという形にはいかないので、現

在勤務している理事長さんあたりと話し合いをしているようだという返事はもらっている

ので、早くても 3 カ月くらいは余裕がいるのではないかなと思っているので、現状はそう

いうところである。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 医師はそういうことで頑張って探しているようだが、レントゲン技師

というのか、もう 1 人の方、あの方も嘱託職員だと思うのだが、年齢的にも決して若くな

いということで、あの方の代わりになるような新しい方というのは探しているのか。 

委員長（土川重佳） 診療所事務長 

診療所事務長（近藤 進） なかなか答えづらい話ではあるのだが、今の技師さんは、し

ばらくいてくれるということで、新しい診療所を建設するまでは何とか私たちもいてほし

いという思いがあり、いろんな、例えば電子カルテとかそういう内容までしてもらってい
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るところであるので、新しい診療所ができるまではそういう面で負担をかけるかもしれな

いが、私のほうからはそういう要望をしている。 

ご指摘のとおり、レントゲン技師に限らず看護師についてもだんだん高齢化しているの

で、何とか探したいと思っている。奨学金を受けていかれる方も今年 1 名帰ってきて、何

年かちょっと働いて 4 月に採用されているが、そういった意味で、まだ本当に足らない状

況であるので、できるだけ町のホームページ等でも公募したいと思うので、委員皆様のご

家族に、もしおられたらぜひ紹介してもらいたいと思っている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 次に、第 2表『地方債』 (P.4) 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで、議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算の質疑を

終わる。 

 これで、平成 31年度一般会計予算及び 7つの特別会計予算に対する質疑を終了する。 

 執行部の皆様は 3日間、長時間にわたりお疲れ様でした。 

 しばらく休憩する。 

（執行部退室） 

― 休 憩  午 後  2 時 16 分 ― 

― 再 開  午 後  2 時 17 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 これより、討論と採決に入る。 

 平成 31年度一般会計予算、特別会計予算の順に行う。 

 まず、議案第 13号、平成 31年度小値賀町一般会計予算の討論を行う。 

まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。              松屋委員 

委員（松屋治郎） 賛成討論には馴染まないようだが、今年度の一般会計予算が 33億 3,600

万円、対前年 4 億 9,600 万円増の 117.46%であり、そのような予算が組まれている。その

主な要因として大きく 2 つあると思うのだが、残念なことに小値賀を今まで台風等から守

ってきた小値賀の宝の松、これに 2 億 6,000 万近くの予算が組まれている。それともう 1

つは、人口減少対策としての産業振興策、観光産業、移住・定住関連で大きな予算が組ま

れている。 

 しかしながら、近年の人手不足、これは役場をはじめ保育所、漁協、町全体が人口、特
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に生産年齢人口が減少していると。だからこの予算を実行するに当たり、人手不足の解消

を積極的に図るべきであると思う。そうしないことには、この立派な予算であっても着実

に実行することは難しいと思うので、この予算に対しては人手不足解消等の対策を積極的

にとってもらいたい。ということをもって一応賛成とする。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 賛成の立場で討論する。 

 全体的には、現状に見合った適切な予算であるという認識は持ったのだが、幾つか気に

なるところがあった。 

まず 1 つ、雇用の場が増えるのはとてもいいことで、ただ、これは宮﨑議員がよく言っ

ているが、雇用の場を維持できるのか、これから先に向かって維持できるのか。これはか

なり難しくなるのではないかということで、これについては議会としては注視していかな

ければいけないだろうということが 1つ。 

それからもう 1 つ、観光に関する予算がかなり多く入っていたのだが、一歩間違うと補

助金のばらまきになってしまって、かえって民間の力が弱くなるような可能性も危惧を感

じた。 

もう 1つ、水産加工場であるが、3年くらいで軌道に乗せたいということだったが、1年

終わって、あと 2 年しかないとなったときに、今のままで本当にどうなるのか。もしかす

ると、このままであるとすれば、あと 2 年経ったときのことも考えながら、いろいろ今の

うちから心の準備をしておかなければといけないかなと。それなりに、僕たちもその後の

使い方というか、それについて準備しておかなければいけないかなというような、3つのこ

とが気になったが、全体的には賛成の立場で討論した。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） これで討論を終わる。 

 これから議案第 13号、平成 31年度小値賀町一般会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 13 号、平成 31 年度小値賀町一般会計予算は、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 13 号、平成 31 年度小値賀町一般会計予算は原案の

とおり可決すべきものと決した。 

 次に、特別会計予算の討論と採決を行う。 

 これから、議案第 14号、平成 31年度小値賀町渡船事業特別会計予算の討論を行う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 
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委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

これから議案第 14号、平成 31年度小値賀町渡船事業特別会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 14 号、平成 31 年度小値賀町渡船事業特別会計予算は、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 14 号、平成 31 年度小値賀町渡船事業特別会計予算

は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 15 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算の討論を行

う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

これから議案第 15号、平成 31年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 15 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとおり可

決することに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 15 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険事業特別

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 16号、平成 31年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算の討論を行

う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     
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（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

 これから議案第 16 号、平成 31 年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決す

る。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 16 号、平成 31 年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算は、原案のとおり

可決することに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 16 号、平成 31 年度小値賀町後期高齢者医療事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 17号、平成 31年度小値賀町介護保険事業特別会計予算の討論を行う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

 これから議案第 17号、平成 31年度小値賀町介護保険事業特別会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 17 号、平成 31 年度小値賀町介護保険事業特別会計予算は、原案のとおり可決す

ることに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 17 号、平成 31 年度小値賀町介護保険事業特別会計

予算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 18号、平成 31年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算の討論を行う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 
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 これから議案第 18号、平成 31年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 18 号、平成 31 年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算は、原案のとおり可決す

ることに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 18 号、平成 31 年度小値賀町簡易水道事業特別会計

予算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 19号、平成 31年度小値賀町下水道事業特別会計予算の討論を行う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。     

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

これから、議案第 19号、平成 31年度小値賀町下水道事業特別会計予算を採決する。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 19 号、平成 31 年度小値賀町下水道事業特別会計予算は、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 19 号、平成 31 年度小値賀町下水道事業特別会計予

算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 続いて、議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算の討論を

行う。 

 まず、原案に反対者の発言を許す。 

（「反対討論なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 反対討論なしと認める。 

 次に、原案に賛成者の発言を許す。              松屋委員 

委員（松屋治郎） 人口減少もあり診療収入も年々減少している中に、診療所も建て替え

の時期が来たということで、そういう予算も組んでいるが、今後の人口推移、診療収入、

そういうところのバランスを見ながら、建設に関しては慎重に継続をして、町民から喜ば

れるような診療所の建設に向けて努めてもらいたいということを指摘して賛成とする。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「賛成討論なし」と呼ぶ者あり） 
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委員長（土川重佳） 賛成討論なしと認める。 

これで討論を終わる。 

これから議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算を採決す

る。 

 この表決は起立によって行う。 

議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算は、原案のとおり

可決することに賛成の方は起立願う。 

（賛成者起立） 

委員長（土川重佳） 起立全員。 

 したがって本特別委員会は、議案第 20 号、平成 31 年度小値賀町国民健康保険診療所特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決した。 

 お諮りする。 

 本特別委員会の報告及び委員長報告については、委員長にご一任願いたいと思うが、こ

の際、言っておきたい意見があれば発言願う。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） ないようなら、委員長にご一任いただくことに異議はないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 異議なしと認める。 

 しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 後   2 時 32 分 ― 

― 再 開  午 後   2 時 59 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。               松屋委員 

委員（松屋治郎） 予算審議に当たって、今までの予算書では説明が不十分な点も多々あ

るし、経年の比較とかいうことも、これからは、町の財政が厳しくなればなるほど経年の

推移というのが必要な状況になってくる。その中で今の予算書では不十分な検討資料にし

かならないと。これを補填するために予算の議案の説明書というか、決算の説明書みたい

な、予算書の説明書というようなことで、ぜひ必要ではないかということで検討してもら

いたいと思う。 

委員長（土川重佳） それでは、今、松屋委員から申し出があったとおり、14 日の委員長

報告の折に、議案の提案理由の説明書を添付するように一言書き加えたいと思う。 

 皆さん、異議はないか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長（土川重佳） それでは、本特別委員会での報告書及び委員長報告については、3月

14 日の午前 9 時までに作成し、議長に提出し、委員の皆様に事前に配布した後、本会議で

報告させてもらう。 
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 以上で、本特別委員会に付託された案件の審査は全部終了した。 

 委員の皆様には、3日間にわたり大変お疲れ様であった。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会する。 

 お疲れさまでした。 

 

― 午 後  3 時 02 分  閉 会 ― 

 

 


