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厚岸町議会 平成２７年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成28年３月11日

午前10時２分開会

●委員長（室﨑委員） おはようございます。

昨日に引き続き、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を開会いたします。

●委員長（室﨑委員） 本日は、議案第14号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予

算から進めてまいります。

最初に１ページ、第１条、歳入歳出予算の補正です。

４ページ、５ページは、事項別明細書です。

６ページ、歳入から進めてまいります。

１款保険料、１項介護保険料。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２款サービス収入、１項介護給付費収入。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項予防給付費収入。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ４款国庫支出金、１項国庫負担金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項国庫補助金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ５款１項支払基金交付金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ６款道支出金、１項道負担金。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項道補助金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３項委託金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ７款財産収入、１項財産運用収入。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ８款繰入金、１項一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項基金繰入金。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金なんですけれども、89万4,000

円の減額となってるんですけれども、基金の繰入金は年度当初に行うんじゃないのかな

というふうに思っていたんですけれども、年度当初に行って、そして、その年度の事業

を行うのかなというふうに思っていたんですけれども。

この89万4,000円は、１回繰り入れたものをもう一度繰り出すような形になるのか。そ

れとも、これは歳出のほうの基金費のほうにこの89万4,000円というものが入ってきて積

むような形になるのか。これは、どのような会計になるんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基金繰入金89万4,000円の減額でございますけれども、トー

タルでは、今回、繰入金とするものは1,028万5,000円という金額になります。これは、

年度末に収入と支出の状況を精査した中で取り崩しをさせていただいて収支を合わせる

という、基金でもって取り崩して収支を合わせるという作業を行います。

最終的には、確定したものにつきましては、例年９月の議会でもって最終的に執行残

を合わせた部分については、そこで余ったものを繰越金ということで、それにまた積み

戻すという形になっております。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 でもですね、繰り越すんじゃなくて、あれですよね、これは基金であれしたも

のですから、これはまた基金に積み戻すという作業ですよね。今回は、歳出のほうでも

あるように1,734万9,000円というものがありますよね。これは、例えば差っ引きという

ような形の中では、それじゃ、そういう処理はできないものなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 歳出のほうで1,734万9,000円ということで、準備基金費と

いうことで積み立てをしております。今回、積立金２万5,000円というのは、運用の利子

分でございます。その分を今回計上させていただきまして、９月に前年度繰越金という

ことで確定した分を積ませていただいております。合わせて、今年度基金に積み戻すの

が1,734万9,000円ということになります。

先ほどの繰入金という部分では、３月の段階で収入を合わせるために1,028万5,000円

を取り崩す形になっております。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、たしか１月末時点で基金の準備基金費のほうには１億1,100万円ほ

どの残高があったかなと理解してるんですけれども、それから、まずは繰入金として、

そこから1,028万5,000円を出すんだよということの理解でいい。歳出のほうにある1,734

万9,000円。

委員長、すみません、歳出のほうにちょっと、申しわけないんですけれども。

1,734万9,000円については、１月末時点の段階ではもう既に入った、今回の補正は２

万5,000円ですけれども、それ以前の数字というものは、既に入った残高が１億1,100万

円ほどの１月末時点での残高と理解してよろしいんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 平成26年度末残高では、9,014万1,262円という残高でござ

います。平成27年度中に増加させた繰越金の部分で今の２万5,000円分を合わせていくと

1,734万9,000円を積みまして、そして最終的には、取り崩しということで1,028万5,000円

を取り崩させていただくということで、平成27年度末の残高見込みというのは１億120万

4,238円と計算をしております。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

２項、他にありませんか。

（な し）
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●委員長（室﨑委員） なければ、先に進みます。

10款諸収入、２項雑入。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で歳入を終わります。

次に、８ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項徴収費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３項介護認定審査会費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ６項地域密着型サービス運営委員会費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費。ありませんか。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ２款１項１目在宅介護サービス給付費2,511万円の減額、ここでお尋ねをさせ

ていただきます。

総体５億4,800万円の大体4.58％ぐらいの減額上程でございますけれども、この要因に

ついてお尋ねをさせていただきます。

この要因、５億全体からすると、昨年もですね、同じ時期に2,377万円ぐらいの減額補

正をしていますから、これよりも133万円くらい多い修正でございます。今回ですね、５

億円からすると四、五％だから通常どおりだという理解もあろうかと思いますけれども、

国の動向、例えばですね、減額になった要因なんですけれども、通所報酬が下がったの

か、それともヘルパー事業、デイサービスの事業が、それぞれ利用者がどうなったのか、

この辺の動向について、例年との違い、これらについて詳しい説明を求めます。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 居宅介護サービス給付費ということで、2,511万円の減額を
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させていただきたいということでございますけれども、昨年の３月でも減額をさせてい

ただきましたけれども、先ほどおっしゃいました数字につきましては、施設介護サービ

ス給付費のほうだと思います、2,377万7,000円。居宅介護サービス費のほうでは、昨年

３月の補正でもって減額させていただいたのは1,576万9,000円でございます。それから

しますと1,000万円くらい減額の金額が増えているということでございます。

それで、当初予算に持っていたものから、件数的には居宅介護サービス費の金額を合

わせて６万543件今回見積もらせていただいております。この積み上げについては、それ

ぞれのサービスによって件数の取り扱いが違うもんですから、単純に積み上げてる数字

なんでございますけれども、同じ数字でいきますと、去年はですね、５万8,973件という

ことで、補正後の金額は５億2,138万4,000円と試算させていただいております。

今回の試算では、６万543件、５億2,357万7,000円と試算をさせていただいておりまし

て、利用の件数についても、それから金額についても、昨年から見ると増えております。

それについては、利用される介護認定を受けられる方っていうのは徐々に増えてきてお

りますので、当然、そういうような結果になっていくのかなと思います。

ただ、当初、見込んでいた金額からすると、おっしゃっていただきました介護報酬の

金額が下がったというようなこともございまして、それが合わさって減額の幅が大きく

なっているのかなと思います。ただ、件数的には増えておりますので、利用が減ったと

いうことではございませんので、そういうことでご理解いただきたいなと思います。

●委員長（室﨑委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 細かい数字は別にしてですね、総体、サービス事業そのものの利用者数は増

えていると。しかしながら、報酬のほうが、今の説明ですとですよ、下がっているもん

だから、昨対1,000万円くらいの減額修正よりも今回修正せざるを得なかったと理解をさ

せていただきました。

そうすると、この事業をやっているほうに大きな影響が来るんではないのかなと思う

わけでございます。それらについて、町としてどのように捉えておられるのか、お尋ね

をさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護報酬の改定でございますけれども、昨年の４月から改

定率が2.27％の減ということで、トータルとしては減額になっております。そういう部

分でいきますと、当然、介護事業者にとっては影響は出てきていると思います。ちょっ

と具体的な分析まではできておりませんけれども、そういうのはあると思います。

ただ、今度、そこにはですね、いろいろな加算の部分だとかっていうことで手当がさ

れている部分がございます。事業者の努力によって、サービスを向上させて加算をいた

だくというようなこともできるような仕組みにもなっておりまして、そういう部分で事

業者のほうではいろいろな取り組みの検討もされていくのかなと思っております。
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●委員長（室﨑委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 最終的にはですね、事業者のサービスが落ちたり、影響ないのかなという思

いで質問させていただいたんです。事業する人が大変だということになると、サービス

の低下にもなりかねないし、町としても、この辺しっかり指導なりしていただきたいと

思いますがいかがですか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回の改正では、職員に対する加算というのも設けられて

おります。そういった対応もしていると思います。町としまして、立ち入れる部分とい

うのは全てにわたって北海道内の指導権限でもってやっている部分等でありますし、町

が入れる部分というのは限られている部分もありますけれども、そういったところでは

注意をして見ていきたいなと思います。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 私もここで、介護サービス等諸費で、この款で全体で5,841万4,000円減額となっ

てて、今、居宅介護サービスについては説明があったからいいんですけれども、もうちょっ

と大きな施設介護サービスの減、２目のほうですね、というものもあります。また、居

宅介護サービス計画費については、334万6,000円今回増やしているといった中でですね、

増減がいろいろあるんですけれども、全体的に見て5,841万4,000円の減額になったその

要因、先ほどの居宅介護サービス給付費以外の部分での要因を説明していただきたいと

思うんですけども。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護サービス等諸費の中で5,841万4,000円、保険給付費で

5,838万7,000円ということで、先ほど2,511万円の部分については説明をさせていただき

ましたけれども、この大きな部分では3,792万円の減でございます。

これにつきましては、施設介護サービス給付費ということで、介護老人福祉施設、そ

れから介護老人保健施設、厚岸町ではこの２カ所、この二つのサービスについて給付費

を支出しておりますけれども、この中で介護老人福祉施設費のほうが3,142万円の減と

なっております。それから、介護老人保健施設につきましては650万円の減ということで、

主に介護老人福祉施設の減が大きな分でございます。

この減につきましては、町外の特別養護老人ホーム等に厚岸町から入所されている方

がいらっしゃいます。その方たちがお亡くなりになっていくと。そこに今度、町外の施

設に厚岸町の町民がまた入っていけばいんですけれども、なかなかそちらのほうに入っ

ていくということは難しい状況でございまして、町外の施設に入所される方がどんどん

減ってきているという状況がございます。そちらが増えていかないというような部分で
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減るのが多くてですね、当初予定していた件数でいきますと1,140件のものが1,000件と

いうことで、金額で言いますと２億6,914万9,000円の当初予算に対して２億3,122万9,000

円、3,792万円の減額になってるということで、お亡くなりになっていく部分っていうの

の想定というのはなかなかやっぱり難しいものですから、それなりにきちっとした給付

費を持っていなければ支払いできないというようなことにもなってまいりますし、そう

いう部分でちょっと今年については、そういった要因で減る方が多かったという状況で

ございます。（発言する者あり）

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけありません。

サービス計画費の部分につきましては、当初5,299万8,000円のところを5,634万4,000円

ということで、ここにつきましては334万6,000円が増えております。これにつきまして

は、認定申請される方が増えて、昨年末くらいに大体580件くらいの認定者でございまし

たけれども、今年度につきましては、600件を超えまして610件前後くらいまで増えてき

ております。その部分では、認定者が増えてきたことによって増えているということに

なっております。それから、福祉用具購入費ということで、これらにつきましても165万

3,000円が219万円ということで、116万6,000円程度増えてくる状況になっております。

それが合わせて、差し引きで先ほどの減額ということでございます。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それでね、今、施設介護サービス給付費についてはわかりました。町外の方々、

町内もそうなんですけれども、入所されている方が当然いつ亡くなられるかというもの

はわからないわけなんですから、現状、入っている方々の分のものというのは持ってお

かなければならないというのではわかるんです。

ただ、１目の居宅介護サービス給付費のほうですね、2,500万円、先ほど4.5％ぐらい

の減だと言ってたんですけれども、平成27年から第６期の介護保険事業計画というのが

始まってますよね。その初年度目でこれだけの算定違いが起きている。これはやはり

ちょっと見方が甘かったんじゃないのかなと言われてもしようがないんじゃないのかな

と思うんですよね。介護保険料の算定については、介護サービス等諸費などの保険給付

費が算定の大もとですから、その見方が甘くてですね、結果的に、町民には多くの保険

料の負担をしていただいているということにもつながってくると思うんですよね。見方

が甘いということは、つまりですね、責任問題というものもですね、生じてくると思う

んですけれども、その点についてはいかがなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 平成27年４月から３年間の経過期間でもって高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画というのを立てさせていただきまして、１年目、初年度とい
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うことでございます。確かに、見積もった初年度目の部分での見積もりの部分と少し給

付費自体の全体の数字は低く推移しているというのは、そのとおりでございます。

ただ、この計画を算定するに当たっては、国が示してきているワークシートに基づき

まして、いろいろな人口ですとか、それから認定者の増ですとか、そういったものを加

味したもので算定をさせていただいているというところで計画をつくらせていただいて

おります。その違いは確かに出てきておりますけれども、なかなかそこを合わせていく

というのはいろいろな状況が出てまいっておりますので、そういう中では確かに言われ

る部分もわかりますけれども、なかなか難しい作業だなと思っております。

１年目、これから２年目、３年目ということで、まだ計画期間がございますので、そ

こについては注意深く見ていかなければならないなと思っているところでございます。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 いずれにしても、サービスに見合った分の保険料というものにはなっていない

んじゃないのかなと思うんですよね。多く見積もられたがためにですね、町民は多くの

負担をしなければならないのが現実となっているんですから、やはりですね、そうする

と、当初見積もってたよりも伸び率としては低いんだよと。第６期の介護保険事業計画

が始まるときには、一番主眼的になったのは、平成35年でしたか、団塊の世代が要は介

護給付を受けるような年代になってきたときの介護保険料の上昇というものが見込まれ

るというものがですね、６期の計画が始まるときに説明されてたんですけれども、そこ

に行き着くところも、当然、今現在の伸び率が低いんですから、そこに行き着くところ

の金額というものも当然低くなってくるんだというもので見なければならないと思うん

ですけれども、これらについてはいかがなんでしょうか。

これは、今６期で、今度７期。７期の事業計画のいろいろな検討というものは恐らく

平成28年度の末ぐらいからなのかなとも、私は理解してたんですけれども。といったと

きには、少なくとも介護サービス等の費用というものが過大に積算されてることがない

ような、確かに国がマークシートでしたか、などを示した中に、そこに当てはめてって

出た金額というものは出るのかもしれません。でも、そこには地域補正というものだっ

てやっぱりあってしかるべきだと思うんですよ。現状、今までの伸び率、そしてこれか

らだと、人口だって減ってくというような推計がされているんですから、そういうもの

も加味したときのですね、補正というものが当然なければならないと思うんですよね。

現状は、今現在はそうやって過大な見積もりというものの中では、ただ、そちらのほ

うでは許容の範疇だと言われてはいるんですけれども、しかしですね、負担するほうに

してみたらば、それで許されるものなのかというものなんですよね。サービス以上に保

険料を払っているという、やはりそういう認識というものを町民にもきちっと知らせる

ようなこと、これは後の準備基金費のほうでもですね、言おうとは思ってたんですけれ

ども、やはりそういうものは必要じゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） この介護保険の計画を策定、３年間の分を見込むわけです

けれども、当然、高齢者の人口が増える、それから認定者も増えていくと。そうすると

サービスを受けられる方も増えていくというようなことになってまいります。

それで、平成27年、28年、29年ということで、その３年間の中で給付見込額を推定し

ますけれども、１年目、２年目、３年目という中でいくと見込額は増えていきますので、

そうしますと、１年目はどうしても給付費が、保険料というのは同じ保険料になります

し、金額ですので、この分というのは給付費が少ない分、少し余剰が出ることになりま

す。それで２年目、３年目と。１年目に余剰が出た分、３年目に合わせて収支が合うと

いうようなつくりの中で保険料というのを算定させていただいているというところでは、

今回、１年目につきましては、そういう町外の施設の入所者の方が大きく減った部分な

んかの要因もあるものですから、そういう大きな差にもなっている部分もあるんですけ

れども、ここについては２年目、３年目、もう少し見ていかないとならないなと思いま

す。

いずれにしましても、その中で次の７期に向けては整理をしていかなくちゃいけない

ということになりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

１項、他にございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 今、聞いていたんですけども、これは介護サービス、受ける側のほうのね、

受ける人たちが点数変わりましたよね。そのことによって、抑制してった結果っていう

のは、この中には入っていないんですか。給付を受ける側で、負担が、点数が時間、時

短もある、そういう形の中で、それを抑えて自分で我慢してって点数が減った、給付が

減ってったということはないですか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 直接それぞれの方のお話をちょっと聞いてるわけではござ

いませんけれども、それぞれの認定者の方にはケアマネージャーがつきまして、そこで

サービスの調整をされております。そういうサービス、担当者の方たちの会議も毎月持っ

ておりますけれども、そういった中でも、特にそういったお話は聞いておりません。

●委員長（室﨑委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 本当はここまで受けたいんだけど、我慢したという話を私は聞いているんで

すよね。このままだらどうなるのかなっていうのがあったもんですから、ケアマネージ

ャーにも伝え切れなかった部分があったんでないかと思うんですが、そういうものをもっ

と聞き取ってやれるような形を持っていただけたらありがたいんですが、その辺どうで
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すか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護報酬につきましては、今回、値上がりをしているわけ

ではございません。４月から値下がっているという状況でございます。そうしますと、

利用者の方の負担の部分も報酬が下がっているのに合わせて１割という形になってまい

りますので、そこの部分は、思っているサービスを受けることを抑制するということで

はないんだと考えております。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

１項、他にありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、先へ進みます。

２項高額介護サービス費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３項高額医療合算介護サービス費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ４項特定入所者介護サービス費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ４款地域支援事業費、１項介護予防事業費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項包括的支援事業任意事業費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ５款１項介護給付費準備基金費。ありませんか。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、歳入のときにですね、教えていただいて、平成27年度末で準備基金の
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残高が１億120万円ほどになるということなんですよね。ただ、２款のときの話でもです

ね、６期が始まる段階では、総体的な準備基金費というものの額は下げていく方向であっ

たと思うんですよ。にもかかわらず、今回の場合は、先ほど保険給付費が下がってるん

で積まれるというのが理由になるのかもしれないんですけれども、結果的には、当初６

期の初めで計画していた介護給付費の準備基金費も崩して崩して崩してというものを計

画していたものなんですけれども、そうはいかないで、ふえていくんじゃないのかなと

思うんですけれども、ここら辺についてはどのような、今年を受けた中でですね、来年

以降といったもの、新年度の中ではですね、歳入も歳出も1,000円、1,000円でしか出て

いないんですけれども、この準備基金費の推移というものがどのようになっていくのか

というものはですね、どのように考えているんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護保険料の算定に当たりまして、第５期では、一月5,100

円と。第６期、今の計画でございますけれども、5,100円を維持させていただいておりま

す。そのときに平成32年度の見込み、それから平成37年度の見込みということで、それ

らも見込んでおります。そうしたときに、平成32年度では5,900円という見込みが出てお

ります。それから、平成37年度につきましては、7,600円というような見込みになってお

ります。これは、国のほうでもそういった国全体での見込みなんかも立てておりますけ

れども、厚岸町の分を見込んだ場合にそういうような数字が出ております。

この６期に当たりましては、当時9,414万1,000円の基金の部分のうち、4,712万円を今

回の６期の中で宛がわさせていただく。それから、残りの分については、次期5,900円と

いうような数字が出てきておりますので、そういった部分での大きく増えていくような

状況にもなってまいりますので、そういった部分に対しての対応ということも考えられ

ている状況でございます。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それでね、先ほどの議論の中で、６期の初年度目の伸び率というものが想定よ

りも低いんじゃないのかといったときに、７期の後半や８期、９期といったところに行

き着く先というものも、当然、低くなるだろうということは予想ができるんじゃないの

かなと思うんですよ。伸び率が５％のものが２％とかってなれば、当然、行き着く先は

差が大きくなってくるのですから、いきなりどっかの段階で10％も20％もどんと上がる

とかっていうものはなかなか考えられないんじゃないのかなと思うんで、そのような話

になるんですけれども。

いずれにしても、9,000万円ほどあったものを4,000万円ほど取り崩して、本来であれ

ば６期の後半ではですね、5,000万円ほどの残高で６期の分のサービス事業に対する保険

給付費の上昇というものを抑えることを考えていたんですけれども、ただ、今回のこの

結果を見ると、積み増しというような形になりますよね。それとも、来年度、再来年度

の中で5,000万円なりを取り崩していくような事業というものが想定される、それだけの
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介護給付費の給付費用というものが増加が見込まれるというようなことを考えているん

でしょうか。この点についてはどうなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この６期の間でもって今新たなっていうようなものについ

ては、まだ想定はしておりません。ただ、いずれにしましても、基金が出た分につきま

しては、次期の計画の中で調整をさせていただくということになります。

それから、１年目の伸び率が低いことによってっていう部分につきましても、これは

また７期に向けての推定ということになってまいりますので、それについては、平成27、

28、29年の段階で、国からそういったワークシートなんかも指命されてくる中で、推定

をしていかなければならないということになりますので、その時点で対応をさせていた

だくとことになると思います。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 今、心配しているのは、要は、６期始まるときの9,000万円まで積み上がったも

のの処分というものがきちんとされていない、今回の６期でもきちんとされていないか

ら、私は心配しているんですよ。

本来であれば、１期の中で積み上がった準備基金費のものは、次の期で保険料の上昇

抑制というものに宛がうのは、次の期だけを想定すればいいんですけれども、今まで厚

岸町ではですね、準備基金費に積み上がったものをですね、十分に活用してこなかった

がためにどんどんどんどん積み上がってしまってですね、結果的に、町民のほうに多い

負担をですね、強いてきたというものが言えると思うんですよ。

これが、今後もですね、万が一積み上がっていく十分なものがされない、いやいや、

それでもですね、10年後には増えるんだから、今の皆さん、我慢して払ってくださいな

んていうふうには、私はならないと思うんですよ。しっかりですね、今６期の初年度目

ですけれども、この基金の活用をですね、ただ、もう既に１億円も積み上がってしまっ

ているものを、これを例えば７期で一遍に償却しますよ、全部使い切りますよっていっ

たときには、保険料的には1,000円も、1,000円以上も下がるような計算にもなるのかも

しれません。といったときに、今度は７期から８期に移ったときには、2,000円も上がる

のかというような話にもなろうかなというふうにもなるので、なかなか１億円なりの準

備基金はですね、全て使うとはならないのかもしれませんけれども、少なくともきちん

としたサービスに見合う保険料の算定の中でですね、この基金の活用というものをです

ね、しっかり考えてもらわなければならないと思うんですよ。

６期初めの昨年のときにもですね、言ったんですけれども、万が一、７期の中でです

ね、お金が足りないといったときには、安定化基金だってちゃんと国のほうでは用意し

ているんですから、厚岸町の財政のように、財政調整基金とかが全部なくなってしまっ

たときに、予算調整がつかなくなって、さあ、困ったとか、ないんですよ、介護保健事

業については。なくなったときには、ちゃんと国から貸してもらって、そのお金につい
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ては、次の期で返してくださいというものの中でちゃんとセーフティネットができてい

るんですから、そういった中で過分な準備基金費の積み残しというものがないようなも

の、これはですね、６期の中で次期を検討する上においてはですね、十分検討していた

だきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今の計画では、平成26年度末に9,400万円あったもののうち

4,700万円をこの期の中で使わせていただいて、4,700万円程度が次期の調整ということ

になると考えております。これも、今年、来年の給付費の伸びがどうなるかによっては、

当然、積み上がるものが増えるということも出てまいります。

いずれにしましても、おっしゃられるとおりだと思います。そこにつきましては、次

期の当然基金の部分について、次期の計画を策定するに当たっては、そういったことを

きちっと考慮していかなければならないと考えております。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

５款１項、他にございませんか。よろしいですか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 先へ進みます。

８款サービス事業費、１項居宅サービス事業費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項施設サービス事業費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 18ページから21ページは、給与費明細書です。ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。
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本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（室﨑委員） 次に、議案第15号 平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補

正予算を議題といたします。

最初に１ページ、第１条、歳入歳出予算の補正です。

４ページ、５ページは、事項別明細書です。

６ページ、歳入から進めてまいります。

１款１項後期高齢者医療保険料。ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３款繰入金、１項一般会計繰入金。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で、歳入を終わります。

次に、８ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項徴収費。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で、歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。
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お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（室﨑委員） 次に、議案第16号 平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別

会計補正予算を議題といたします。

最初に１ページ、第１条、歳入歳出予算の補正です。

４ページ、５ページは、事項別明細書です。

６ページ、歳入から進めてまいります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ８款１項繰越金。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ９款諸収入、１項雑入。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で、歳入を終わります。

次に、８ページ、歳出に入ります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 10ページから12ページは、給与費明細書です。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で、歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（な し）
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●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（室﨑委員） 次に、議案第17号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算を議

題といたします。

最初に１ページ、第２条、業務の予定量の補正です。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 次に、第３条、収益的収入及び支出の補正です。

９ページをお開きください。

収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業収益、１項営業収益。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項営業外収益。

８番、南谷委員。

●南谷委員 営業外収益、１目受取利息及び配当金でございます。

貸付金利息２万6,000円の計上となっておりますが、この関係についてお尋ねをさせて

いただきます。

貸付金利息ということでございますから、相手にお金を貸していると、外部運用され

ているということで理解をさせていただいたんで、その相手先、それから金額、期間、

利率についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 営業外収益の受取利息及び配当金の件ですが、これは、町立厚

岸病院の病院事業経理資金として貸し付けているもので、２回に分けて貸し付けており

ます。１回目が平成27年11月20日から平成28年２月25日まで、3,000万円を貸し付けてお

ります。それから、その後に平成27年12月10日から平成28年２月25日まで、この3,000万

円に加えて、さらに6,000万円、合計9,000万円を貸し付けております。貸付利率ですが、
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0.125％ということであります。その結果、その利息が２万6,000円ということになりま

す。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

２項、他にありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、先へ進みます。

以上で、収益的収入を終わります。

次に、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項営業外費用。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で収益的支出を終わります。

１ページにお戻りください。

第４条、資本的収入及び支出の補正です。

11ページをお開きください。

資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、６項補償金。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で資本的収入を終わります。

次に、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で資本的支出を終わります。

２ページにお戻りください。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

（な し）
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●委員長（室﨑委員） ５ページは、予定キャッシュフロー計算書です。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ６ページから８ページは、給与費明細書です。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 12ページから15ページは、予定貸借対照表と注記です。ございま

せんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（室﨑委員） 次に、議案第18号 平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算を議

題といたします。

最初に１ページ、第２条、業務の予定量です。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 次に、第３条、収益的収入及び支出です。

11ページをお聞きください。

収益的収入から進めてまいります。

１款病院事業収益、１項医業収益。

８番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、お断りしたいんですが、総体で収益の関係なもんですから、総体の

ところでやらさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
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●委員長（室﨑委員） 要するに、収益全部に広がる。

●南谷委員 広がるんで、ここでってわけにはいかないだろうと思うんで、よろしくお願

いします。

●委員長（室﨑委員） そうですか。総体についてのところで収益の話を全部なさると。

わかりました。

他に、１項ございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、先へ進みます。

２項医業外収益。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で収益的収入を終わります。

次に、12ページ、収益的支出に入ります。

１款病院事業費用、１項医業費用。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２項医業外費用。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で収益的支出を終わります。

２ページにお戻りください。

第４条、資本的収入及び支出です。

14ページをお開きください。

資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項補助金。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で資本的収入を終わります。

次に、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ありませんか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） 以上で資本的支出を終わります。

２ページにお戻りください。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３ページは、第６条、他会計からの補助金です。ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ６ページは、予定キャッシュフロー計算書です。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、一時借入金についてお伺いしたいんですけれども、平成27年度末にお

いて平成28年度に繰り越して借りることを予定している一時借入金の額の予定というの

は幾らになるのか。

また、この平成27年度が始まる前ですね、平成26年度末から平成27年度に繰り越した

ときのですね、一時借入金の額と一緒に教えてください。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時10分休憩

午前11時12分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 一時借入金の関係でありますが、まず、平成26年度決算と

いうことでございます。平成26年度決算では、残高は１億円でした。

今回、平成27年度の見込みでは、貸借対照表の16ページにございます１億4,000万円ほ

どを予定しております。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、一時借入金は、本来であれば年度内に返さなければならないよ。

ただ、やむを得ないときには年度をまたいで借りてもしようがないよと。ただ、そのと

きには不足する額だけをですね、借りなさいということになっていると思うんですけれ
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ども。そうすると、昨年度末で１億円で、今回１億4,000万円の予定といったときには、

4,000万円ほど財務状況が悪化していると考えざるを得ないんですけれども、そういうこ

とでよろしいんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院にはまだ累積欠損金がございます。そうしたときに収

支状況がいいか悪いかという、どちらかということになれば、まだまだ悪いという状況

にあります。さまざまな薬品費の高騰、値上がり、それから消費税の増、それから人件

費の増、それらを含めてですね、この年末の資金需要というのは悪いというところでは、

これはあくまでも予算の段階の１億4,000万円ですけれども、一借としての残高は残るで

あろうと考えてございます。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ですから、状況的には昨年度末よりも厳しくなってるんだということですよね。

これですね、厳密には歳入歳出の中にどこにも見ようがないというかですね、貸借対照

表の中でもですね、あれなんですけれども、この一時借入金の繰り越しが、例えば昨年

は１億円でした。今年は１億4,000万円でした。来年は２億円でした。再来年は２億5,000

万円でしたと。どんどんどんどん増えていくという状況になり得ちゃうんじゃないのか

なと思うんですけれども、ここら辺はどうなんでしょうか。病院の経営として大丈夫な

んでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） これはですね、そのときどきの、以前に何度か、一時借入

金については質問を受けてますが、例えば工事を今やっていますと。工事の資金となる

べく国からの交付金ですとか、こういうのが入ってこないと、年度末に。そうした場合

に、一時的にですね、どうしても数千万円単位のものを借入金で起こして、４月で精算

しなくてはならないというような事情もこの中には入っておりますので、営業成績だけ

のよしあしだけではなくて、そういったそのときどきの行う事業の時期によっては、年

末に繰り越さざるを得ない借入金が出てくるということではございますが、営業成績上

は、昨年より今年は若干よくはなっておりますが、そういった一時的な年度末の資金需

要というのは、今回は借入金を起こさざるを得ない状況になったというのが今現在の見

込みです。

では、来年、再来年はどうかといいますと、それもまた投資的な事業費の関係ですと

か、病院事業の運営の状況ですとか、その辺をちょっと見定めないとわからないという

状況ではあります。ただ、支出が増していきますので、それに収入がどうついていくか

によっては、この一時借入金というのも営業成績の中では増える可能性はあります。一

時的には、そういう工事の関係でどんと年度末には起きてしまう可能性があるというと
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ころであります。

そして、一時借入金の関係は、年度繰り越しの関係は、何度かの質問を受けておりま

すけれども、資金需要の不足する許される範囲での借り入れ、繰り越しというのは許さ

れているというのと同時にですね、総務省の通達によって一般会計には出納整理機関と

いうのがあります。これがない代替として一時借入金の繰り越しを認めるという措置だ

という考え方が示されておりますので、最小限の繰り越しの中で対応したいと考えてお

ります。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 認めるというふうにじゃなく、認めるにやむを得ない場合だというふうに私は

理解しているんですよね。完全に認めるなんていうふうなことは言ってないと思うんで

すよ。そんなの認めてしまったらば、財政再建都市になったような形の中のですね、財

務処理というものがですね、簡単にできてしまうような形にもなるんですから、そうは

なんない。あくまでもやむを得ないときということだというふうに、私は通達は理解し

ているんですけれども。

いずれにしてもですね、一時借入金がどんどんどんどん増えていってしまっては困る。

ただ、毎年の資金需要の中でどうしても年度末に足りない部分は借りなければならない

んだといった中で、では、今年の１億4,000万円の中に建設事業費の払い込みに必要なも

の、要は、補助金の未収入分とかというものに係る部分の一時借入金というのは、いか

ほどなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 公営企業法上言っているのはですね、やむを得ない場合で

す、認めるってことではなくて。総務省の通達の中で、その代替としては認めるという

お話ですので、改定基準の中でそうは言っておりません。確かに言っておりません。

中身について、ちょっと時間を要するので、時間休暇を少しいただけますか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時20分休憩

午前11時23分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間をとらせまして申しわけございません。

防衛予算を使って工事を行っておりまして、この防衛予算の収入となる月が４月に入っ
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てしまうというところで、先ほど説明したような一借を起こさざるを得ないという状況

になっております。

医療機械の分で、1,000円単位でございますが4,356万6,000円、それから人工透析室の

空調設備、これにも546万2,000円、合わせて4,902万8,000円、これが年度末では入らない

というところで、その分の借り入れを起こさざるを得ないという状況になってございま

す。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ですから、本来であれば、この4,800万円ほどですね、くらいがどうしてもやむ

を得ずですね、借り入れを起こさなければならない金額なんですけれども、要は、それ

よりも１億円ぐらい不足しているから借りるんだという、やはりそこはですね、だんだ

んだんだん、それが年度の事情によってやむを得ず出たこのようなですね、投資的経費

とかのですね、支払いに係る部分を一時借り入れしなければならないというのはわかる

んですけれども、経常的な費用ですよね。今やもう１億円の繰り越しというものが、む

しろ経常的になってしまっているというもののほうが私は問題だと思うんですよ。それ

はやはりどこかの段階で直していかなければならない。そうしなければ、公営企業法で

いうやむを得ないというものにですね、なっていかないと思うんですけれども、いかが

でしょうか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院の場合はですね、診療報酬が２カ月おくれです。です

から４月に事業を始めたと仮定してですね、診療収入が入るのが６月の中過ぎです。こ

の間の事業というのは、資金というのは、一時借入金を起こさなくても、そのまま３月

までいったとしてもですね、２月、３月の診療報酬は４月にならなければ入りません。

これを繰り返しております。

診療報酬というのは一月6,000万円を見ている、その分に見合う借り入れ運用資金とい

うのはどうしても必要になるという状況であります。それをですね、全て解消するには、

累積欠損金も全てきれいになってですね、資金需要が病院の中できちんと運用できるよ

うな状況にならなければ、改善できないと思っております。ただ、おっしゃることはそ

のとおりだとは思っておりますが、実態としては借り入れを起こさざるを得ない経営の

状況であるということは考えてございます。

●委員長（室﨑委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ２月、３月分が４月、５月とか、２カ月おくれに入ってくるんだというのはわ

かるんですよ。それはもう何回も、今までも私たちは何回か質問はしているんで、そう

いう中で答弁を。ただ、その前には当然その前の分というのは入っているはずなんです

よ。そうですよね。あくまでも、その年度の中だけで処理、これはあくまで現金キャッ
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シュフローの話ですから、ということは、今回の２月３月分の診療報酬の部分が入って

くる前の部分というのは、その前の年の２月３月分というものが入っているはずなんで

す。そういうものをやりくりしていったときには、キャッシュフロー的にはですね、ど

んどんどんどん改善というものは図れるはずなんですよ。そういう努力というものが一

向に見えずにいるということが、私はですね、納得できないんですよね。

やはりですね、一時借入金をですね、安易に起こしてはいけないという認識の中でで

すね、いてもらわなければいけないと思うんですけれども。何とかですね、それを、例

えば新年度の中で一遍に解消すれというのは無理だと思います、それは。ただ、やはり

何年間かかけてでもですね、やはり改善していく方向性がなければいけないと思う。あ

くまでも一時借り入れを年度でまたぐようなものというものは、真にやむを得ない事情、

例えばこのようなですね、補助金が入ってこないとかといったものに対してのみやっぱ

りやるような経理というものをですね、していただかなければならないと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今、おっしゃっておりました資金需要ということ、現金レ

ベルのお話ということになります。

病院事業、平成24年度決算でですね、不良債務がゼロになりました。その時点で次年

度以降ですね、簡単に言いますと減価償却の現金を伴わない費用の分について内部留保

としての残ってくるという会計の仕組みがありますので、その部分について病院で留保

しておく必要がないだろうと。２億円を超える一般会計補助金をいただいているわけで

すから、これも赤字補塡の部分はあるわけですから。

ここでですね、今おっしゃるように、内部的にはある資金をですね、この平成25、26

と、実は投資である余剰予算に補塡して使ってまいりました。本来、これをためておけ

ば、今言う恒常的になっている１億円分は少しでも減ってくだろうというお話につながっ

てきますので、今後はですね、内部留保資金の充当の仕方も検討しながら、この１億円

からわずかながらでも毎年下がっていくような形で計画的に、これは累積欠損金があり

ますので時間がかかりますけれども、減少に向けた取り組みもできるかなと思っており

ます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

６ページ、予定キャッシュフロー計算書、他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、次に進みます。

７ページから10ページは、給与費明細書です。ございませんか。

（な し）
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●委員長（室﨑委員） 15ページから18ページは、予定貸借対照表と注記です。ありませ

んか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 総体に入ります。

８番、南谷委員。

●南谷委員 私もですね、今、３番委員が言われましたキャッシュフローの関係が主眼で

ございましたが、大変身になるやりとりを聞かせていただきました。

私からは、まずですね、３月でございますから、本年度の病院運営､数字上どうだった

のかなと。概略でいいですから、総体ですから。それから、対会計からの繰り入れ、数

字は出ているんですけど、改めてですね、例年と比較してどういう状況でこうなったの

かということの､この２点について、まずお伺いをさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） まず、１点目の収支状況ということで、まず入院でござい

ますが、今回、補正予算4,178万1,000円の増ということで補正計上させていただきまし

た。

従来ですと、12月である程度動きを見た中で補正予算も上げるところでございますけ

れども、昨年の12月時点、つまり、病院でいいますと８月、９月ぐらいまでの患者数で

すとか収入の状況を見て、３月までのある程度の見込みを立てるところでございますけ

れども、この時点で、当初予算レベルでまず患者数が推移してきたということもありま

してですね、どうも補正の計上は難しいだろうと、このまま３月を見通せる状況にない

ということで、しばらく見たいということで今回３月になりましたけれども、昨年の状

況に比べて、患者数では４人から５人ほどプラスの状況、入院ですね、決算に比べてと

いうことになります。

決算見込みで言いますと、大体入院で6,000万円くらいは対前年度比では上がるかなと

いう見込み、あくまでも推計ですけれども、そういう見込みでおります。それから、外

来につきましても、当初200人で見た推計でほぼ来ています。外来につきましても、大体

3,000万円少しくらいの対前年では終わろうかなと。

この要因ですけれど、入院については、患者数も若干持ち直したということもありま

すが、提案説明で基準が一つ引き上がったんですね。患者の改定によって、何段階にも

基準があるんですが、基準が引き上がったということが大きな要因です。これによって

入院基本料の部分がぐっと引き上がったということが大きな要因です。回転がよくなっ

たということ。

外来についてはですね、これも提案説明でさせていただきましたが、10年ぶりぐらい

になると思いますけれども消化器内科の先生が着任して、さまざまな検査、特に大腸検
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査等をやって、ポリープ等をその場で内視鏡的な手術、これも手術ですから相当収入が

得られます。そういったこともあって、単価が増したというのが大きな原因です。

それで、２点目の補助金関係ですが、総体ですけれども、総合計では４億7,847万2,000

円ですね。昨年よりも若干総体では減らしておりますが、特に３条予算レベルで申し上

げますと３億2,495万6,000円と、総体ですね。それに比べて昨年度は３億8,236万円、こ

れは収益的収支ですね、を差し引きしますと5,700万円くらい町民の負担が減ったと。た

だし、４条のほうではある程度増えてます。これはですね、先ほどの質問にもお答えし

ておりましたが、事業費が毎年毎年動きますので、これは営業の部分ではなくて、投資

ですから、これを差っ引いて考えていただきたいなと思います。営業の部分では5,700万

円ほど改善したというところであります。

ただし、この部分が黒字になり得るのかというとですね、そうではないと。それは、

昨年平成26年の当初予算の前段で説明をさせてもらいました制度改正によってですね、

ぐっとその幅を圧縮されるような制度になってしまった。以前ですと、これはそのまま

収入改善につながったという状況ですが、その辺がちょっと水道と病院の違いで、大変

苦しい状況ではあります。

●委員長（室﨑委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 入院、外来、それぞれスタッフ、先生方含めてですね、業績を上げるべく努

力をされていることについては敬意を表したいな。

先ほど、３番委員、借り入れ、私もですね、せめて年度末には普通の企業っていうん

ですか、借り入れ残高が残るっていうのは避けてほしいなっていうのが、町民としても

そういうなかなか理解に達しにくい部分はあるんでないのかなと、経理上ですよ。病院

だけではなくてね、全ての公営企業で年度末に資金繰りが大変だという状況というのは

私は好ましくないと思うんですよ。先ほどですね、しっかり審議をして聞かせていただ

きましたので、傷口にナンバンとか塩をまた塗るようなことになるんで、私は同じよう

な思いで聞かせていただきました。

そこで、お尋ねをさせていただくんですが、監査委員から報告が上がってます。病院

の関係で監査報告の23ページでございます。ここにですね、病院会計、３表の貸方残高、

一時借入金9,000万円の計上と記載されてます。そうすると、さっき水道で聞いた数字と

１月31日付ではちょうど合うんですね。さすがにきちっとしているなと思いました。こ

れを見てですね、代表監査委員はかつては税財政課長も歴任をされてた経験もあると思

います。一借の状況について、現状この数字を見て、監査委員としての見解を伺いたい。

●委員長（室﨑委員） 監査委員。

●監査委員（黒田監査委員） 毎月一度、例月出納検査をさせていただきまして、企業会

計で一借関係、毎年この回りあるんですが、水道会計から借りるのがいいのか悪いのか、

一般の市中銀行から借りるのかどうか、そこらの議論もしながら、とりあえずこの9,000

万円という金額で毎月確認をしております。
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もちろん9,000万円の会計同士の借り入れはともかくとしても、やはりこの時期でご質

問者がおっしゃるみたいに、一般会計なんかは全部解消はしますからあれですけれども、

病院会計はやっぱり累積赤字的なものなり、あるいは余剰での除却というのかな、内部

留保資金がありますんで、それを余剰に投資的経費に充当する部分とこうやってキャッ

シュフローの部分で不足する部分といろいろあると思いますけども、やっぱりご質問者

おっしゃるように、一借の残高っていうのは、この時期で多額な部分での繰り越しとい

うのはレギュラーな形とは言いづらいもんですから、そういう意味では、先ほど３番委

員とさらにはご議論なさったように、徐々に少なく減らすようなそういう努力は何より

も必要不可欠なのだろうと、かように考えております。

●委員長（室﨑委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ３番委員、盛んにいろいろ議論していただいたんですけれども、私はですね、

究極はやはり病院のスタッフ、事務長にしてもそうでしょうけれども、一生懸命やって

るんだけどなかなか改善しないんだというのはよく理解してるつもりですし、ただです

ね、昨年度滞繰の関係で、どんと償却費の関係、これについてはですね、私は逆にそれ

でなった事情はわかるんですよ。でも、一般の企業っていうのは前からそれは予定して

きてることなんです。それはね、僕ちょっと納得できないんですよ。

ただ、そうはいっても、こういう会計の仕組み上そうならざるを得ない、こういう実

態にある。ですけれど、町立病院をなくするわけにはいかないと私は思っているんです。

そういう意味では、町長筆頭に、税財政課、繰り入れの関係もですね、やはり今まで、

何とか２年くらいまでは順調に資金運用できるんだと胸張って来られたんですよ。とこ

ろが、また新たな課題が大きく残ってしまって、年度末の借り入れが通年化してきた。

それに対して、やっぱり繰り入れもですね、一つ新たな段階に入ったわけでございます

から、検討する余地があると思うんですが、そして病院のスタッフも意欲をなくしない

で前向きに町民のために頑張れるような施策というものを、一考を要するんではないか

と思いますがいかがですか。

●委員長（室﨑委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 前段の部分で、一借の残高というものをですね、できるだ

け抑えるという、そういう努力についてはですね、不良債務がなくなったということの、

繰り返しの説明にもなりますけれども、その段階でわずかながらでも内部的な留保資金

が残せるような状況になってきましたので、ちょっとすぐに改善ということはなかなか

できませんが、その年、その年の資金需要によりますが、わずかながらでも１億円から

さらに下げていきたいというような努力は、今後続けたいと思います。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

他に、総体についてございませんか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（室﨑委員） 以上で、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されま

した補正予算９件の審査は、終了いたしました。

よって、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午前11時44分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２８年３月１１日

平成27年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


