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厚岸町議会 平成２３年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成23年９月９日

午前10時00分開会

●委員長（谷口委員） ただいまから平成23年度各会計補正予算審査特別委員会を開会し

ます。

本日は、議案第49号から審査を進めてまいります。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ。事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

11款、１項１目繰越金。

９番、南谷委員。

●南谷委員 繰越金についてお伺いをさせていただきます。

、 、 、委員長 繰越金2,196万円なんですが 歳出の償還金と一体になっているものですから

関連広がりますけれども、あわせて質問したいんですが、よろしいでしょうか。はい、

ありがとうございます。

今年度 繰越金ここで計上されているのが2,196万円なんですが 総体では前年度平成22、 、

年度からの繰り越しというのは5,577万1,000円というふうに聞いているんですが、決算

書類には計上されている、それでよろしいですか。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（稲垣課長） 委員おっしゃるとおりでございます。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 そうしますと 一昨年は１億100万円ですか 繰越金があった 道費で大体5,500、 、 。

万円。今年は半分になったのかなという理解をしているんですが、ただ、過去は繰上充

用で国保会計というのは大変な時代があったと思うんですけれども、これから推測をす

ると当初5,577万円1,000円から今回2,196万円使って、その後ろのページ、歳出の関係な

んですけれども、2,196万円これを国のほうに償還をすると、内訳、国、道、それからそ

の他あると思うんですけれども、この後でこの三つの数字を教えていただきたいのが、

まず１点。

それから、例えば今言うように、今回5,500万円からこの2,100万円引くと3,000万円ぐ

らい残りますよね そうすると 私なりの判断なんですが 昨年は１億円あって 今年5,000。 、 、 、

万円 そのうち国 道のほうに約2,000万円 今回戻し入れするわけですから 残り3,000、 、 、 、

万円ね、単年度収支としてはまずまずの年だったのではないのかなというふうに判断を

するわけでございますが、そうしますと、平成23年度以降の保険料にどのように影響し
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てくるのかなと、その辺の考え方がまだ見えてこないので、私らに判断できないので、

町のほうとしては町民の皆さんはできれば、国保税は本当に上がってほしくないという

思いが非常に強いわけでございます。そんな中で、この国保税というものが町民に今回

の数字を見て、ほっとしているんですけれども、23年度、24年度以降の推計というんで

すか、国保税はまあまあこのままでいけば、上がらなくていいんではないのかなという

ふうに判断をするわけでございますが、この辺の見解についてお尋ねをさせていただき

ます。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（稲垣課長） お答えしたいと思います。

まず、１点目のこのたび歳出のほうに計上されています2,196万円の、国なり道なり支

払基金のほうに返す内訳でございます。まず、国のほうには1,196万5,000円、北海道の

ほうには47万3,000円、それと社会保険診療報酬支払基金には962万2,000円、合わせます

と2,206万円になります。

ただ、23年度の当初予算で10万円計上しておりますので、その10万円を合わせて2,206

万円から当初の10万円を差っ引きまして2,196万円、このたび計上させてもらった金額と

なっております。

それと国保会計でいう昨年度から見ての余剰金のベースなんですけれども、21年度か

ら見まして、約半分に減額となっております。これにつきましては、22年度の医療費が

前年の21年度に対比しまして、約6.4％の伸びを示しております。この6.4％の伸びの主

な原因としましては、札幌方面の大きな病院に入院する被保険者の方が多く見受けられ

た、そのような傾向から、医療費が伸びている原因と推計されます、22年度の国保財政

の状況を見ますと、約5,500万円の余剰金が発生しているように見えますが、過去11年間

の状況にはどう国保の被保険者の医療費に対する財源不足に充てるための一般会からの

繰り入れは約７億5,000万円、税外の税金を投入していることとなり、本来の保険制度で

考えますと、他のところから不足分を借りてきてる状況になっております。大きな赤字

を背負っている形になっておりますが、保険者の使う医療費については、支払いは待っ

たなしで、国保制度そのものは相互扶助の制度で成り立っており、医療費の支払いに充

てるための財源としていけますれば、国庫の負担率を上げていただくような形を地元町

村会を通じまして、保険医療制度の広域化などともに、国に対して要望、要請していき

たいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 大体話は詳しく説明していただいたんですけれども、端的に言って24年度以

降この２年間、３年間というのは繰上充用をしなくて済んできている状況なんで、今回

私たちの判断なりですよ、これは。しばらくは町民の保険料というのは、現状でいけば

上がらなくてもいいのかなというふうにとらえているんですが、いかがですか。国に当

然その国保税というのは町村ごとに滞納ある部分も出てきているわけですから、町民の
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大きな関心事というのは、これより国保税が上がってほしくないという思いもある中な

もんですから、見通しはどうなんですかという、その１点だけ確認したい。

●委員長（谷口委員） 休憩します。

午前10時09分休憩

午前10時10分再開

●委員長（谷口委員） 再開します。

町民課長。

●町民課長 稲垣課長 ただいまのご質問の関係でございますけれども このたびの2,196（ ） 、

万円、平成22年度の余剰金から差し引きますと、3,300万円残るわけでございますけれど

も、この3,300万円につきましても、留保している予算となっております。この留保して

る予算につきましては、この先保険給付が伸びれば当然財源として使わないとならない

お金となっておりますし、国からの支援といいますか、補助金の関係が当然少なくなる

のも見込まれますので、その辺に充てる財源となっております。この先の国保税につき

ましては、現在は不足しているような状況にありますけれども、今後の保険給付の状況

を見まして考えていかなければならないという考えを持っておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 不足しているという答弁、不足しているんですか。さっきまでは何とか間に

合っているから充当しているんでしょ。ただ、その難しいこと聞いているんでないです

よ、今言うように、この残った3,000万円あるわけだから、現状でいったら現状のままで

推移するのか、どうなのかという、おたくらの見解どうなんだと、単純に聞いているだ

けなんですよ、僕は。予測のきかない部分ですから、どうとらえてますかという部分で

僕の頭ではそこまでしか判断できないんで、おたくらの考え聞かせてくださいと、ここ

だけの部分でいいですから。

●委員長（谷口委員） 休憩します。

午前10時12分休憩

午前10時17分再開

●委員長（谷口委員） 再開します。

副町長。
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●副町長（大沼副町長） 大変時間を費やし申しわけございません。

先ほど当初のご質問にありましたとおり、21年度では決算剰余１億100万円ほどござい

ました さらには22年度 これが約半減いたしまして 5,577万1,000円という結果になっ。 、 、

ております。これはやはり医療費がどれだけかかるかということによって、いわゆる歳

出がどれだけふえていくかと。これまでのここ数年の傾向を見ますと、これがふえるこ

そすれ減っていないという状況の中では、大変予断を許さない状況であるというふうに

考えざるを得ないということであります。

ただ、今まだ留保できる財源、それから一般会計からの繰り入れというものの中で調

整をしてまいってきておりますけれども、これがその将来にわたっても永続できるとい

うう保障は何もないわけであります。さらには、こういう情勢の中で交付税、そのもの

がこれからどうなっていくか、こういう社会情勢の中で、恐らくふえていく要素という

のは考えられないといっているふうに私どもは思っておりまして、この国保会計につき

ましても、健全な財政運営をしいくためにどうすればいいかということは、なお考えて

いかなければならない。今ご質問にありましたとおり、だから、ここ数年国保の税率を

見直おさないというのは直ちには申し上げられませんけれども、予断を許すような状況

ではないというふうに考えております。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 当然だと思います、私も。町民の多くの皆さんも国保税に対しては一生懸命

汗流しても食う分がなくなるんではないかと、そんな思いでいる方もいっぱいおられる

。 、 、と思います この国保税 やはり町民が安心して病院にかかれる会計を負担しなくても

それはやっぱり国の動向なんかもあるわけでございますから、町として、やはり国保会

計に対して町民に負担にならないような国に対しての働きかけや、そういうことも含め

て安定した国保会計、近隣だけでなくて、日本全体の中での自治体の独立性というもの

は叫ばれているわけでございますから、国保税もそれぞれの自治体で決めなければなら

ない時代が来るかもしれません。だから安定した数字に注視していただきたいと存じま

す。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今、お話があったとおり注視してまいらなければならないとい

うふうに思っておりますし、実は昭和58年、この国保に対する国庫負担、これが6.5％削

減されて、そのままずっと続けられてきて、それ以降全国のこの国保会計というのは厳

しい状況に立たされているという状況も、これも先ほど課長答弁しましたとおり、国に

対する是正といいますか、国庫負担率の引き上げといいますか、それらについても要望

を申し上げていかなければならないと、そのように考えております。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。他にございませんか。
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12番、室﨑委員。

、 、 、●室﨑委員 国保会計の厳しさというのは 今 ９番委員さんのほうからの質問があって

おっしゃるとおりであるし、また今の副町長のご答弁のとおりだと思いまして、大変将

来を見ても厳しさより強くなるんじゃないかというのは、私も全く同じ見解です。

今、昭和58年に国がごそっと手を引いた、その分が全部赤字になって、結局一般会計

からの繰り出し分とほとんど変わらないという状況なんですよね。ちょっと今気になっ

たのは、課長の答弁の中で、国民健康保険というのは助け合いなんですと、相互扶助な

んですという意味の言い方をしたんだけれども、これは国が手を引いたときに使った方

便ですよ。

国民健康保険を設置するための法律読んでも、そんなことは書いてないですよね。だ

から、国が手を引くときには、後はお前たちでもってやんなさいと。要するに助け合い

なんだから保険料払って、それでもってお互いが助け合えばいいんで、国が出すような

もんじゃないんだと言わんばかりの理屈をつけているわけですよ。話をすりかえている

わけです。だから、それに一緒になって乗っかって、厚岸町がこの制度は助け合いの制

度でございましてというふうに枕詞つけたら 何で国に対して手引くなと もっと出せっ、 、

、 、て主張するのっていう話になりかねませんので 制度の趣旨というのはやはりきちんと

担当課では押さえていただきたいんです。いろいろなパンフレットにはそう書いている

と思いますけれども、そこがやはりきちん押さえていただきたい。

それと、58年に大きく引きました。そのほかにもちょろちょろちょろちょろ引いてい

るんですよね。いろんなものの中から目立たないように目立たないようにに国は手を引

いて その分が全部赤字になって 町の財政に重くのしかかってきている だからといっ、 、 。

て、その分を全部保険税で賄おうなんていうことは、不可能です、現実問題として。そ

んなことやったら今度は加入者がたまったもんでない。滞納がどんどんふえて悲惨な状

況が出るという中で、厚岸町は一生懸命それを支えているわけですから、そこのところ

がやはりきちんと町民に対しても議会に対しても強調していただきたいんですが、いか

がでしようか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ただいまご指摘をいただいたとおりでございまして、その社会

保障制度というものをどこかに、こんな発言をして不適切かもしれませんけれども、ど

こかにしまってしまて、相互扶助という言葉が前面に押し出されて、だから自分の独自

会計の中で処理しなさいという、言い回し方というのは、我々保険者としてはよく考え

なければならない問題だと思ってます。

それに加えて、医療費の抑制策ということで、例えば、はしごして診療をすることが

いかがなものかということで、言い方はかかりつけ医を持ちなさい、そこで診てもらっ

て、それで終わりにしなさいというようなことをされてしまうと、やっぱり本当に医療

にかかっている人たちの立場に立って物を言ってんのかということを言わざるを得ない

と思うんですね。それはもうよくよく勘案しながら、国に対しても申すべきことを申し



- 36 -

ていくということをしていきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ９番委員さんの尻馬に乗ったような質問をして申しわけないんですが、ここ

からは私の最初からしたかった質問に入りますんで、話が変わります。

いい悪いの問題じゃなくて、ちょっと技術的な問題でお聞きしたいんですが、当初予

算に11款というのが見当たらないんですよね。それで、今回１回目の補正でもって11款

というのがぽんと出てきているんですが、このような形での予算編成ということは、別

に何も問題がないということなんでしょうか。前には文句でよく収入があるかどうか、

非常に不確定なものってありますよね、そういうものについて、例えば寄附金なんてい

うのは、今年幾らあるなんて見込み立ちませんので、そういうようには文句はつくって

おかなきならないから､1,000円だけつけておくということは、前の何回か議会でそうい

う質問があって、そういう説明があったんですが、今回この款でこういうものが出てき

たんですけれども、これは全くないところに11款がぽんと出てきたんですが、こういう

ことは予算編成技術上は何も問題がないということなんでしょうか、これ技術的なこと

なんで、説明をしていただきたい。

●委員長（谷口委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 予算編成の技術上の問題でありますので、私からご答弁させ

ていただきます。

当初予算で全く款を計上していないと。それで補正予算でそれを計上するという手法

、 、 。でございますけれども これにつきましては 何ら問題ない手法ということになります

どちらを選択してもよろしいという結論から申しますと、そういうことにはなります。

ただ、最初からある程度想定できる場合は、のせておいたほうが款の並びとして、つく

り方としてよろしいかなという判断もあって、従来はそういった当初からのせた部分も

あったかとは思います。

今回どうしてそういう手法をとらなかったかと問われた場合には、その判断は窮する

ところはありますけれども、選択の方法としてはどちらでもよろしいというふうには言

えるかなというふうに思っているところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今のは一定の予算編成の要綱なり基準なり、そういうものには違反してませ

んよという話ですね、違法、適法の話ですね。私が聞いているのは適当か不適当かとい

う話なんですよ。それで、今までは予想できるものについては、ちゃんと費目をつくっ

ておいたんですよね。今回この繰越金というのは予想できなかったわけですね。

●委員長（谷口委員） 町民課長。
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●町民課長（稲垣課長） お答えしたいと思います。

平成22年度の３月補正予算の段階では、すべて使う予定でおりましたので、その段階

では計上が見込まれなかったという形になっております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、新年度当初予算では繰越金は出てくることはないと、そういう

ふうに判断してたと。それが予想に違えて出てきてしまったと、こういうふうに解釈す

ればよろしいわけですね。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（稲垣課長） そのとおりでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。技術的な問題ですから。

そうすると、こういうふうに新年度予算に款が出てこなくて補正で出てくるというの

は非常に例外的な場合だというふうに解釈しておいて、よろししいですね。

●委員長（谷口委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ある程度確実な予測ができるものについては、計上すると。

、 、予測しがたいといいますか 確実でないという場合は計上を留保して補正で対応すると

その両方の手法を用いながら予算編成に当たるべきというふうに考えているところでご

ざいます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういうあいまいな話をされるとね、こっちはわからないんですよ、ある程

度確実ななんて、何をもってある程度の確実なのは、我々にはわかんない。なるべく新

年度予算では、こういう費目があるということの全体が見えないと、予算の審議という

のは難しいんですよ。ぽんぽんぽんぽん補正になってから、ある程度確実になりました

といっては出て来るんでは 新年度予算のときに一体どんな費目あるのということになっ、

てしまう。だから、例年の経験からいって、これは出てくるであろうというようなもの

は、当然費目にのせておかなければならないでしょう、ゼロ費目つくれないから、1,000

、 。円ぐらいつけるというような手法とるだろうけれども そういうもんじゃないんですか

今のあなたの言い方してると、どうやって言質をとられないかと、言葉尻をとられない

かということだけに普請しているような答弁に聞こえる 何もこっちはいいの悪いの言っ。
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てるんじゃないんだから、今までどういうやり方してたのか、きちんと言わなきゃだめ

ですよ。

●委員長（谷口委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問は歳入の科目になりますので、歳入に当たってはある

程度、11款ですから、歳入のご答弁とさせていただきますけれども、そういったある程

度確実性を持った歳入を充てるというのが予算編成上の正しいあり方というふうには考

えているところでございます。昔は印刷的な手法等々ありまして、その後で補正予算を

新たに款を付したり、科目を付した場合には、その技術的、いわゆる作業的な手法でか

なり苦労したという側面もあって、1,000円計上というのも多々あったかとは思います。

ただ、それのみをもって計上しないというのも、また今までのやり方と違うということ

もありますので、今回の場合は22年度をもって、その剰余金が出ないという見込みの中

で、その繰越金の計上はしなかったということでございますので、今後についてはある

程度もう少し年度末に当たっての精算等々を見きわめながら、新年度予算にも当たって

いきたいというふうに考えてます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 こんなことで余りしつこくやるつもりはなかったんですけれども、町長に

ちょっとお聞きしますけれども、いわゆる予算書のつくり方なんですよ。透明性その基

本的な理念ということでお聞きするんですが、やはり例年こういう費目は出てくるであ

ろうというものについては、歳入であろうと歳出であろうと、やはり全体が見えるよう

なものをなるべくつくっていくというのが基本でないかと思うんです。

だから、今印刷屋がどうのこうのという話してたけれども、そんなレベルの問題では

なくて、やはり例年こういう費目があって、今回は出てくるかどうかちょっとわからな

いから、1,000円ぐらいつけておいたというようなことも、やっぱり必要でないかと思う

んですよ。その点いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをいたします。

予算のつくり方、手法でございますが、今回の場合はご理解いただいたようでござい

ますので、総体的なお話をさせていただきます。

当初予算において、見込み額を含んでの予算の措置は当然あります。簡単に言います

と、地方交付税もそうであります。そこで、年度の出納閉鎖というのがあります。これ

は５月の31日なんです。そうすると、そこで確定数字が出てきます。それで今回のよう

ないろいろな款、項、目いろいろ言いましたけれども、予算の確定額というものが出て

来て、補正予算において処置をするということになっておりますので、この点ご理解を

いただければと、かように思います。
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●室﨑委員 結局答えてくれないんで、これでやめます。

●委員長（谷口委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

６ページをお開き願います。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、３目償還金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 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（谷口委員） 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しました。

●委員長（谷口委員） 次に、議案第50号 平成23年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正

予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

６ページをお開き願います。

２款水道費、１項１目水道事業費。
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12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで漏水調査事業というのがあるんですが、これは例年行っているのでは

、 、ないかと思われますが これによって大体毎年同じぐらいの数字が出てくるのかどうか

、 、それとも極端に その年によってばらつきがあるのかどうかわからないんですけれども

途中で漏れてしまって家庭まで届かない、そういう率というのはとのぐらいなもんなん

でしょうか、これ漏水率とでも言うんでしょうかね。

●委員長（谷口委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） つくった水と、それがお金になる水の差の率、これが有収率と

、 、 、 。申しまして 厚岸町の場合 21年度 22年度決算で74点幾らというレベルでございます

ですから、３割弱が漏れてのではないかという予想になります。

●委員長（谷口委員） 今、簡易水道なんですけれども。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうです。簡水ですから簡水で話聞いているんですけれども、全体も似たか

よったかの数字なんだろうと思いますね。

それで、この有収率を上げるのは、この漏水調査というのをどんどんやっいくより方

法がないと、そういうことなんでしょう。

●委員長（谷口委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） これは地道にこの漏水調査を続けて、漏水を発見して、修理を

して、これを繰り返しやるほか抜本的な対策がないのが現状でございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで ここ簡水ですから簡水で聞くんですが 有収率をどのぐらいまで 100、 、 、

％にすることは絶対不可能だと思うんですが、目標としてはどのぐらいで考えています

か。

●委員長（谷口委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） これ、簡水だからどうのこうのではなくて、全体として総合計

画での終了年度であります31年度、これで80％程度という目標を立ててございます。

●室﨑委員 結構です。
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●委員長（谷口委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、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（谷口委員） 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（谷口委員） 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しました。

●委員長（谷口委員） 次に、議案第51号 平成23年度厚岸町介護保険特別会計補正予算

を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） ７款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（谷口委員） ８款１項１目繰越金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、歳入を終わります。

歳出、６ページ。

５款介護給付費準備基金費、１項１目介護給付費準備基金費。ございませんか。

休憩します。

午前10時43分休憩
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午前10時44分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

６ページの５款、ありますか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めます。

８ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被保険者介護保険料還

付金。

（な し）

●委員長（谷口委員） ２目償還金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 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（谷口委員） 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（谷口委員） 次に、議案第52号 平成23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。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

４款１項１目繰越金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） ５款諸収入、３項３目雑入。
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（な し）

●委員長（谷口委員） ４項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほどは失礼いたしました。ここでお聞きしたかったんです。

ここで保険料還付金という節が1,000円あったのかな、予算が。それが今回1,000円マ

イナスにしてゼロにしたんですね、これを見ると。この内容について説明してください。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（稲垣課長） 今回の歳入の補正予算でありますけれども、当初1,000円計上し

てまして、このたび三角の1,000円を計上した関係でございますけれども、後期高齢の医療

保険の精算に伴いまして、22年度の精算なんですけれども、それに伴いまして後期高齢者

医療連合のほうに還付金が発生するおそれもあったことから、当初で1,000円を計上おりま

した。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 歳入だからおそれじゃなくて、ありがたいんじゃないですか。それでお聞き

、 、 。 、するんですが 今 先ほどの予算編成の原理原則をお聞きしたんですよ そうしましたら

確実性のあるものについて歳入でもって入れると言ってたわけですね。そのときには確実

性あったんですね。そういうことをちゃんと説明してほしいです。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩します。

午前10時49分休憩

午前10時55分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚補佐） 私のほうから、説明をさせていただきたいと思います。

まず、保険料の還付金1,000円の減についてでございますが、当初予算では歳出のほう

にあります保険料の還付金で歳出のほうにございますが、その分についての北海道後期

高齢者広域連合からの22年度支払いました負担金を戻してもらう整理ということで、計

上させていただいております。今回その1,000円を減額させていただきまして、上段にあ

ります雑入のほう６万円とございますけれども、そちらのほうに科目を振りかえさせて
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いただいているわけなんですが、この分につきましては、当初大変申しわけありません

が、予算措置をわかりにくい部分がございましたので、当初予算に計上させていただき

ました保険料還付金1,000円を減額させていただきまして、雑入のほうで過年度後期高齢

者医療広域連合負担金の返還金として計上させていただいております。この保険料の当

初予算の計上で確実かどうかということにつきましては、確実性というものではありま

せんが、過年度の例えば所得の修正申告等がありまして、過年度の保険料というものが

変更する要素が多分にございます。それで当初予算からその分を計上させていただいて

いるという経緯がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 よくわかりました。今までの例からいって、まだ幾らかはわからないけれど

も、まず入ってくるであろうと、こういうものが歳入として計上しなければならないだろ

うというものにーついては、額はわからないから1,000円とか、そういうごく少額をつける

ことで費目をつくっておくことで、透明性を高めるということをやった。それはよくわか

ります。そういうふうに全部してほしいんですよね。予算編成の理念というものをきちん

と持っていただきたい、そのことを私のほうから強く要望しておきます。

印刷屋がどうだからとか、そんなレベルの問題ではなくて、予算というものが全体で

どういうものなのかというのが、少しでもわかるように透明性を高める。確実でなければ

のせませんよ、後からつけますよというようなことをやっていたら、新年度予算見たとき

に、わからないわけですから、だからどうやって町民みんなにわかるようにするかという

こと、基本的理念として予算の編成をしていただきたいと、そのように思います。その意

味で今回のこれについては、よくわかりました。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 予算編成のあり方までご質問いただきましたので、私から再度お答

えをいたしたいと思いますが、透明性、それから町民に対してわかりやすい予算、特に見

込み額についての記載の方法等々のご質問がございました。

全くそのとおりでございます。我々は良さ編成を年度年度作成するに当たりまして、

大変苦労の多いわけであります。特に見込み額なんです。そういう中で、町民のためのま

ちづくりのための予算を編成しなければならなということもあるわけでありますが、ただ

いま室﨑委員からのいろいろな指摘、そのとおりでありますので、今後もさらに、そうい

う方向の中で予算編成をしていかなければならないと、そのように思っておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

●室﨑委員 結構です。

●委員長（谷口委員） 他にございませんか。
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（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めさせていただきます。

６ページ、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 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（谷口委員） 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（谷口委員） 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（谷口委員） 以上で、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５件の審査は終了しました。

よって、平成23年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午前11時01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２３年９月９日

平成23年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


